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マリンホース等の工業用品に係わる米国司法省との有罪答弁合意について 
 

 

 株式会社ブリヂストン（社長 荒川詔四）は、2011 年 9 月 12 日（米国東部時間）、米国司法

省と、今後裁判所の承認を受ける有罪答弁合意書を締結いたしました。 

 

当社は、マリンホースの販売に関する国際カルテルの関与について、2007 年 5 月より米国

司法省の捜査を受けておりました。また、当社は、工業用品の販売に関して、主に中南米にお

ける海外エージェントを通じた中南米の外国公務員に対する不適切な支払に焦点を当てた米

国司法省の捜査を受けておりました。当社は、これらの捜査に全面的に協力してまいりまし

た。 

 

米国司法省は、当社が捜査に対して、極めて協力的であったことを認めております。さらに、

旧化工品海外部の解体、工業用品販売の米国子会社 Bridgestone Industrial Products of 

America, Inc.のヒューストン事務所の閉鎖、多数のエージェントの解約、従業員に対する再発

防止策の実施について米国司法省は評価しております。当社はまた、マリンホース事業から

の撤退を決定しております。 

 

有罪答弁合意書では、当社は米国独占禁止法違反の謀議および米国海外腐敗行為防止

法違反の謀議について有罪を認めました。罰金額は、当社の捜査協力と再発防止の努力が

考慮され、米国量刑ガイドラインにより算出された金額から大きく減額された結果、28 百万ドル

（約 22 億円）となりました。この有罪答弁合意書は、テキサス州ヒューストンの米国連邦地方裁

判所の承認を受けることになります。この合意書が承認されれば、当社およびマリンホース等

の工業用品の製造や販売に関わる子会社に対する米国司法省の捜査は終了することになり

ます。 

 

 当社は、徹底して取り組んでまいりました再発防止策の一層の推進を図り、各国の独占禁止

法や米国海外腐敗行為防止法を含む各国の贈収賄規制の順守に努めてまいります。 

 

 

以 上 

 

 
 
 
 
 

会 社 名 株 式 会 社 ブ リ ヂ ス ト ン

本 店 所 在 地 東 京 都 中 央 区 京 橋 一 丁 目 10 番 １ 号

代 表 者 代 表 取 締 役 社 長   荒 川 詔 四

上 場 取 引 所 東京・大阪・名古屋（各一部） 

および福岡市場 

コ ー ド 番 号 ５１０８ 

問い合わせ先 責任者役職名  広 報 部 長 

 氏  名   石  井    雅  之 

 電話番号   (０３)３５６３-６８１１ 



 

BRIDGESTONE CORPORATION 
Public Relations 

10-1, Kyobashi 1-chome 

Chuo-ku, Tokyo 104-8340, Japan 
Phone: +81-3-3563-6811 

Fax: +81-3-3567-4615 

URL: http://bridgestone.com 

FOR IMMEDIATE RELEASE 

Contact: Public Relations 

(03-3563-6811) 

 
Announcement of Plea Agreement with U.S. Department of Justice Regarding 

Certain Industrial Products including Marine Hose 

 

Tokyo (September 16, 2011) – Bridgestone Corporation (“BSJ”) announced today 

that it has entered into a plea agreement, subject to court approval, with the U.S. 

Department of Justice (“DOJ”) on September 12, 2011(U.S. Eastern time).  

 

Since May 2007, the DOJ has been investigating BSJ’s involvement in international 

cartel activities relating to the sale of marine hose. The DOJ has also investigated 

improper payments to government officials through local sales agents focusing 

primarily on Latin America in connection with certain industrial products. BSJ has 

cooperated fully in this matter.  

 

The DOJ has agreed that BSJ’s cooperation has been “extraordinary”. The DOJ 

has also acknowledged that BSJ has engaged in extensive remediation including 

dismantling the International Engineered Products Department, closing its Houston 

office of Bridgestone Industrial Products of America, Inc., terminating many of its 

third party agents, and taking remedial actions with respect to its employees. BSJ 

has also decided to withdraw from the marine hose business. 

 

Under the plea agreement, BSJ will plead guilty to an antitrust conspiracy with 

respect to marine hose and a conspiracy to violate the Foreign Corrupt Practices 

Act. The agreed on fine will be $28 million, a significant reduction from the applicable 

sentencing guidelines due to BSJ’s cooperation and remediation efforts. This plea 

agreement is subject to approval by the U.S. District Court in Houston Texas. Upon 

approval, this plea agreement will bring the investigation to an end for BSJ and its 

subsidiaries involved in the production or sale of marine hose or other industrial 

products. 

 

We are committed to the efforts to further enhance and expand our remediation 

measures, and to conduct business in compliance with the competition and 

anticorruption laws around the world. 

 

End 


