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独占禁止法違反による罰金と制裁 
支払い能力（Ability Ｔo Ｐay）に基づく減額 
 

 

米司法省（DOJ）が科した独占禁止法違反による罰金額が近年大幅に増加しており、2005 年には 3

億 3800 万ドルであったものが、2015 年には 36 億ドルにまで膨らんでいる1。その理由の 1 つは、国

際カルテルの捜査・起訴に更なる力が入れられたことである。こうした捜査の中できわめて大規模だっ

たものの 1 つに、2016 年 11 月の自動車部品製造業界のカルテル捜査がある。これは、この 1 件だ

けで違法と認められた、あるいは違法であることを認めた計 47 企業から、29 億ドルを超える罰金収

入がもたらされた2。独占禁止法違反に対して、巨額の罰金が一般的になるに従い、より多くの企業が

自社で利用可能なリソースを超える罰金を科される可能性を考えざるを得ない状況に追い込まれてい

る。 

米国の量刑ガイドラインでは、一定条件の下で、罰金の減額が認められている。その条件の 1 つに、

企業に科された罰金に対する支払い能力（ATP）の問題がある。反トラスト局は、司法取引において

ATP検討の合法性を認めている。 

FTI はＡＴＰケースに関するサポートを行っており、本稿では、ＦＴＩが弁護士と共に利用している方法論

について解説する。同方法論は企業の ATP 評価を通じて罰金減額の議論に使える方法論であり、反

トラスト局との司法取引において、どのようにその議論が起こるのかを説明しつつ、同議論の結果、罰

金減額に至る点ついて解説する。 
 

背景 
支払い不能を理由とする罰金の減額 

Section 8C3.3(a) 

The court may reduce the fine below what is imposed 

 “to the extent that imposition of such a fine would impair [a 

company’s] ability to make restitution to victims.”  

Section 8C3.3(b) 

The court may impose a fine below what is otherwise required if  

“the court finds that the organization is not able and, even with 

the use of a reasonable installment schedule, is not likely to 

become able to pay the minimum fine required … provided that 

the reduction under this subsection shall not be more than 

necessary to avoid substantially jeopardizing the continued 

viability of the organization.” 



Forensic & Litigation Consulting | CRIMINAL ANTITRUST FINES AND PENALTIES: REDUCTIONS BASED ON ABILITY TO PAY 

2 • FTI Consulting 

 

上記の判決に対して企業は、係争中の量刑手続きに満足しがた

いところではあるが、反トラスト局は通常、司法取引協定におい

て、より寛大なアプローチを採ってきた。すなわち、競争を推奨す

るというミッションに忠実に、当該企業が存続可能な競合会社とし

て事業を継続することができる能力を脅かさない程度の額にまで

制限することに、当局が同意する可能性がある。これまでのとこ

ろ当局は、自動車部品業界の捜査だけでも、少なくとも 5 つの企

業に対して、支払い不能を理由にガイドラインに示された罰金を

減免することに同意している。 

プロセスの説明 
DＯJ がガイドラインに従って罰金額を提示すると、当該企業に支

払い能力があるか否かを弁護士が慎重に検討する。ガイドライン

に従って提示された罰金額が支払い不能であることを示す文書

や資料を揃えるのは、被告企業の責任である3。相手を満足させ

る書類を整えるには、支払い能力の分析において、企業の財務

諸表および最近の財務実績の慎重なレビューの他、企業および

業界全体の業績見通しも含めなければならない。 

反トラスト局と裁判所は、より説得力があり、信頼できる情報を得

るために、独立した金融アナリスト（この場合ＦＴＩコンサルティング）

の分析に頼ることもある。特に独占禁止法違反ならびに関連法

違反に関する刑を確定する上では、外部の専門家が、支払い能

力分析の経験や問題となっている業界に対する知識、そして外

国企業が関わっているケースではその国の法律に従った財務会

計ならびに業績評価の知識も経験もある場合には、より確かな

情報が得られるからである。 

反トラスト局が被告企業について、ガイドラインによる罰金の支払

い能力に疑問が生じた場合、コーポレート・ファイナンス・ユニット

に相談して、同被告企業の存続可能性を著しく傷つけることなく、

同企業が分割で 1 回に支払える最高額を決定する。DＯJ は、被

告企業から提出された、現在および今後予測される財務情報を

すべて検討する4。また、同社の財務状況ならびに支払い能力を

DＯJ が独自に判断できるよう、DＯJ が企業に対して、関連する

財務関係書類の作成を要求することも少なくない。これらの書類

には通常、同社の監査済みおよび監査前の財務諸表（貸借対照

表、損益計算書、現金収支計算書）、年次有価証券報告書、納

税申告書、戦略的事業計画、事業計画、これらに関連する予測、

予算、借入および返済スケジュール、組織図が含まれる。5 

DＯJ はまた、独自に企業の支払い能力を評価して、適切な罰金

額の決定をサポートするために、アナリストを雇うこともある。DＯ

J は通常、複雑な会計問題を扱った経験のある専門家を雇う。企

業の金融アナリストは、DＯJ が雇用する専門家がどのように調

査を行うのかを知り、DＯJ が雇用する専門家との関係を構築し

ておくことが、DＯJ が採択しそうな主張ならびに分析を予測する

のに役立つ。 

支払い不能であることを証明するのは企業の責任であるため、

弁護士は DＯJ に対して、支払い不能であることを示す資料を用

意しなければならない。弁護士はまた、企業が雇用した独立系の

金融アナリストおよび企業内の財務チームとも密接に連携して、

同資料を用意しなければならない。DＯJ および DＯJ の専門家

に提出する資料の作成過程では、金融アナリストがリードしなけ

ればならず、提出に際しては、向こう 5 年間の財務状況の変化

見通しも含めて、企業の財務状況と予想される支払い能力を説

明しなければならない。企業の金融アナリストはまた、予測の根

拠となる仮定を、どのようにして決めたかを説明しなければならな

い。企業の金融アナリストが同資料を用意するのと同時に、DＯJ

の専門家も企業の財務書類をチェックして、同企業に支払える額

の計算を独自に行っている。企業が資料を作成している間には、

両アナリストが、今後の財務状況予測に使用したモデルならびに

仮定について検討し合う機会もある。DＯJ の専門家がフォローア

ップの質問をして、さらに面談や電話で話し合いの機会を設ける

こともよくある。DＯJは、企業の弁護士やそのアナリストの説明を

聞いた上でその主張を検討し、最終的に企業が支払える額を決

定する。このプロセスには合計で 6 カ月以上かかると考えておく

べきである。 

フリーキャッシュフロー予測 
ガイドラインには、企業の罰金支払い能力分析について、規定の

方法は何も記されていないが、分析は通常、企業のフリーキャッ

シュフロー予測を分析して、その貸借対照表から同企業の強みを

判断して行う。ミツバのケースが示すとおり、ガイドラインでは、罰

金の支払いに関して、妥当な分割払いが認められている。したが

って、罰金の支払い期間中のフリーキャッシュフローを予測して

おかなければならない。罰金の支払いに充当できるフリーキャッ

シュフローは、企業の株主に配当可能なフリーキャッシュフローで

測定するのが最適である。株主に配分するフリーキャッシュフロ

ー（ＦＣＦＥ）は、以下の方法で計算される。 

 Net Income 

Add Non-cash items  

(e.g., depreciation) 

Subtract Capital expenditures 

Add or Subtract Net borrowings  

(difference between debt issued and repaid) 

Add or Subtract  Incremental non-cash working capital needs 

 

債務が債務者の返済額を上回っていた場合、フリーキャッシュフ

ローに純借入額が加わる。非現金の運転資本額が前年より減少

していた場合、非現金の運転資本の減少分がフリーキャッシュフ

ローに加わる。 

A 社は、DＯJ と交渉の末、支払い不能を理由に、罰金を 5

億ドル以上減額させることに成功した。DＯJ も裁判所も A社

のリソースが限られているという弁明を額面通りに受け取っ

たわけではなかったが、DＯJは、量刑ガイドラインに従った

罰金刑（最低 6 億 7200 万ドルから）では、A社が倒産に追

い込まれ、結果的に何千人もの従業員が職を失うという、経

済専門家の意見を斟酌した。この意見を受けて DＯJは、ガ

イドラインに多くの矛盾が認められるのは正しいとした。裁判

所もまた、DＯJが、「その存続を脅かすことなく、企業に科す

ことのできる罰金額を、適切かつ公正に評価した」ことに満

足し、DＯJの提案を受け入れた。その結果、A社には 1 億

3500 万ドルの罰金が科され、1000 万ドルを判決から 30 日

以内に、残額は向こう 5 年かけて、毎年 2500 万ドルずつ支

払うという判決が下された。 
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フリーキャッシュフロー分析の最初のステップは、罰金の分割支

払い期間にわたる予測財務諸表を作成することである（通常は最

長 5 年）。これらの予測は、企業の経営陣が準備するものとし、こ

うした資料があらかじめ用意されていなければ、企業は金融アナ

リストの助けを借りて用意しなければならない。DＯJ は、これらの

予測とともに、同予測の妥当性を判断し、支払い能力の分析に役

立つ資料を企業に追加で提出させたほうがよい。 

ＦＣＦＥの決定後、アナリストは株主に従来どおりの配当をすべき

か否かを検討しなければならない6。配当は従来の金額をベース

にしても構わないし、あるいは経営陣の業績見通しをベースにし

ても構わない。配当を支払ったあとに残った手元の金額が、罰金

として支払えるフリーキャッシュフローとなる。企業からこうした配

当を今後も継続して支払っていくことが、主な出資者の引き留め

に必要との訴えがあれば、DＯJ は（おそらくは減額した上で）配

当の継続支払いを認めることを検討することになる。 

フリーキャッシュフローの初期分析後、計算が妥当か、DＯJ とし

てはどの部分に関して質問があるかを見直す。フリーキャッシュ

フロー分析の見直しで検討すべきポイントは以下のとおり。 

• 売上予測と営業利益予測は、過去の傾向と比較してどうか。 

• 経済状況および業界の見通しから考えて、売上予測と営業利

益予測はどの程度妥当か。 

• 資本支出予測は、これまでと比べてどうか。 

• 資本支出予測が、過去と比較して高かった場合、その追加分

の支出が必要な理由は（法的に必要な投資か、など）。 

• 売上予測レベルから判断して、必要な運転資本は適切か。 

• 罰金の支払いに必要な追加債務は、フリーキャッシュフローに

どのような影響を及ぼすか。 

貸借対照表の強み 
分割払い期間中に発生する追加のキャッシュフロー以外に、DＯ

J は、非必須資産やすべての借入可能先、追加の株式発行など、

罰金の支払いに充当できる資金源について考慮することがよくあ

る。これらの資金源を数値化するために、業績予測とあわせて、

企業の貸借対照表から、強みは何であるかを分析しなければな

らない。罰金の支払いに充当できそうな資産には、現金および現

金同等物、換金可能な証券、営業外資産がある。罰金の支払い

に利用できる現金額は、予想貸借対照表に映し出された最終の

現金残高と、経営を維持していくのに必要な現金の差額となる。

経営を維持していくために必要な現金および現金同等物の額は、

ある種の流動性比率を計算して、それを似たような状況にある同

業の企業グループのものと比較することで決定できる。この分析

に利用する流動性比率は以下のとおり。 

• 流動比率および当座比率 

• 全資産に対する現金比率 

• 売上に対する純運転資本比率 

• 何日間かの売上に占める現金の割合7 

企業が比較を行う同業の企業グループの決定に際して、アナリス

トは、同企業の存続に対して最大の脅威となる競合企業を特定し、

これらの脅威に対抗するのために現金貯蓄が不十分だと、企業

の経営存続が脅かされかねないことを示さなければならない。同

業の企業グループをまとめる上で、アナリストは比較対象企業の

顧客層、売上高、流動性、経営陣の資金投入も考慮しなければ

ならない。 

現金項目のほかにも、アナリストは貸借対照表を見て、換金可能

な証券、その他の投資資産、あるいは営業外資産で、罰金の支

払いのために流動化可能なものがないか検討しなければならな

い。アナリストは、これらの項目について企業から話を聞き、これ

らの項目が流動化できるか否か、流動化するなら、どういう方法

が容易か、販売で得られる額はどれくらいかについて、考えをま

とめなければならない8。 

資産を見直すほかに、罰金の支払いのために、追加で借入を行

ったり、自己資本を調達したりする能力が企業にあるかどうかも

検討しなければならない。独占禁止法違反による罰金刑の発表、

司法取引、そして罰金そのものは、企業の自己資本調達能力に

マイナスの影響を及ぼすかもしれないが、アナリストが、どの方

面の借入能力で、企業は罰金用の資金を調達すればいいか決

めるのを助けてくれる。司法取引に先立つ DＯJ との交渉は極秘

であるため、アナリストの権限にも制約があり、企業の貸し手に

話を聞くことはできない。それでもなお、アナリストは、企業が罰

金刑を科されたときは、企業にどのような資金調達能力があるか、

有益な洞察を提供する。 

企業の同業者グループに関する情報を見直すことにより、企業

の借入能力について、アナリストはヒントを得られることもある。

企業の負債資本比率を、業界あるいは同業者グループのそれと

比較すると、その企業にさらに追加で債務を負う力があるかどう

かがわかる。これらの分析を行うとき、アナリストは、企業に他と

比べて過大なレバレッジをかけてしまわないよう、同業者グルー

プの数字を念頭に置いておかなければならない。企業にはまた、

信用枠が未使用で残されている場合もあるが、こうした契約の条

件は、財務/業務条項も含めて、慎重に分析を重ねて、信用枠を

どこまで使っていいか決めなければならない。追加債権の発行能

力には、どの資産が債務の担保にできるか、貸し手は追加貸付

に際してどのようなリスクなら受け入れてくれるかなど、様々なフ

ァクターが関係してくるので、アナリストは企業と連携して、どのよ

うな形で追加資本が調達できるか、こうした見通しに関連してど

のようなリスク要因があるかを見極めておかなければならない。 

その他の法的な偶発事象 
上述したとおり、フリーキャッシュフロー、資産、ならびに追加発行

で資金調達できる株式あるいは債務はすべて、DＯJ への罰金の

支払い源となる。しかしアナリストは、企業が他の法的な偶発事

象に見舞われたときに、こうした利用可能な資産がどれくらいあ

れば、企業が存続できるかを推計しなければならない。国際カル

テルのケースでは、そうした偶発事象の 1 つに、他の法的管轄区

域からも相当額の罰金を科される可能性があるという事実がある。

中には DＯJ と密接に連携している法的管轄区域もあるだろう9。

これらの法的管轄区域が、DＯJ と同じタイミングで、罰金額の交

渉を開始した場合、アナリストはそちらの罰金も組み込んで、支

払い能力の分析を行うことができる。しかし、いくつもの法的管轄

区域が、それぞれ異なるタイムテーブルで手続きを進めることも

ある。そうした場合、アナリストは、企業の弁護士の助けを借りて、

将来的に発生する罰金を見積り、それを分析に組み込む必要が

ある。 
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さらに、企業が DＯJ との司法取引に入り、不祥事が公になると、

被害者が損害を請求してきたり、集団訴訟や個人での訴訟、ある

いは自主的な補償の要求などを通じて賠償を求めたり、その他

の形式での謝罪を求めたりしてくることがある。  

上述したように、ガイドラインの 8C3.3(a)項には、罰金は、企業が

被害者に対して賠償金を支払う能力を阻害する金額に設定して

はならない、と記されている。企業および弁護士は、アナリストと

協力して、他の法的な偶発事象による賠償額を推計で算出する

ことができる。これらの偶発事象は企業の存続を脅かすものとな

る可能性があり、数値化できるのであれば、税引後の予想貸借

対照表に計上しておかなければならない。 

 

 企業の支払い能力 
(1) 分割払い期間中のフリーキャッシュフロー予測、(2) 余剰現金、

(3) その他の調達可能な追加資本の総計が企業の支払い能力と

なる。この合計額から、その他の法的な偶発事象に必要な額を

引いたものが、罰金の支払いに充当できる額となる。分析を行う

際には、数値化はできないけれども、企業の支払い能力見通し

に影響を与える可能性のある偶発事象も含めて、重要項目ある

いは仮定はすべて計上しておかなければならない。 

 

  

ケーススタディ 
Airline Co.（仮名）は、貨物輸送および旅客輸送事業分野で、燃油サーチャージの料金を競合他社と共に価格操作したとして、相当

額の罰金を科された（ガイドラインに従うと、最高 2億 5000 万ドル）。株主に支払うフリーキャッシュフローを推計し、貸借対照表で強

みを分析して、Airline Co.の罰金支払い能力の分析を行った。 

支払い能力の分析当時、景気はひどく悪化しており、金融市場は冷え込み、原油価格が大幅に値下がりしていた。さらに、企業のサ

ービス向けの市場も低迷していた。 

昔から、Airline Co.の税引き前利益（EBIT）は売上の 2～5％の間であり、純利益は売上の-2～9％の間であった。過去 12 カ月の業

績を見ると、EBITマージンは 2％で、純損失が 1％であることがわかった。フリーキャッシュフロー予測は以下のようになる： 

米ドル（単位：百万ドル）millions1 1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 5 年目 

売上 $4,069 $3,327 $3,901 $4,335 $4,754 

EBIT (43) (209) (165) (95) (92) 

NOPAT* (186) (311) (302) (242) (246) 

FCFe (175) (321) (231) (149) (167) 

* NOPAT = 税引き後の純営業利益 

他のすべての法的な偶発事象を考える以前に、このマイナスのキャッシュフローが議論の対象となる。 

業界の 1 バレル当たりの原油価格予測と、Airline Co.の現地通貨と米ドル間の為替相場の変動をベースに感度解析を行い、業績

見通しについて妥当性の評価を行った。感度解析を行った結果、フリーキャッシュフローは合計でプラスの 2億 6000 万ドルからマイ

ナスの 20 億ドル超となり、平均でマイナスの 9 億 9000 万ドルとなった。株主への支払いに充当するフリーキャッシュフロー予測額

は総計でこの範囲に収まるため、感度解析では、ここに適用された見通しは妥当との結論に達した。 

貸借対照表の予測でも、Airline Co.に対して、同様の厳しいシナリオが提示された。これまでの業績でも、Airline Co.の運転資本は

$12 億ドル不足しており、負債資本比率が今年は 3:1 から 5:1 に拡大していた。現状の金融市場の厳しさから見て、Airline Co.にこ

れだけの社債の償還を行う能力はない。社債市場は Airline Co.の主な資金調達源の 1 つであった。厳しい債務比率により、Airline 

Co.は債務契約のいくつかの条項について不履行に陥る可能性がある。当時、金融市場は相当に冷え込んでおり、Airline Co.は、手

形による担保付きの追加資金調達もできなかった。 

予測されるフリーキャッシュフローの赤字と、追加資金調達が困難であることから、Airline Co.の罰金支払い能力には限りがあるか、

もしくは支払い能力なしと見なさなければならない。支払い能力の分析を通して、Airline Co.はその財務状況の厳しさを露呈し、最終

的に、5000 万ドルに減額された罰金を 5 年かけて支払うことで、DＯJに同意した。 
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ＤＯＪはリニエンシー制度（制裁措置減免制度）を採用しているの

で、弁護士は、捜査に協力的な企業には罰金の減額を行い、そう

でない場合にはガイドラインどおりの罰金を科すことが必要不可

欠と主張することができるだろう。しかし DＯJ は、ガイドラインど

おりの罰金が支払えない企業に対して、企業が支払える最高額

の罰金から減額することまでしか、リニエンシー制度を適用でき

ていない。 

 

協力による減額 
上述したとおり、支払い能力の分析により、これを行わなかった

場合に要求される金額より少ない罰金額が提示されることもあり、

企業の協力が認められれば、どんな罰金の減額でも DＯJ が受

け入れてくれることもある。しかし、ルールとしては、罰金額は企

業が支払える最高額とされており、少なくとも理論上は10、企業が

こうした事態に陥り、協力を行わなかった場合に支払いを求めら

れる額と同額とされている。DＯJ には、昔から協力を促し、協力

には報いるというポリシーがあるため、企業の代理を務めて、DＯ

J に協力してきた弁護士は、ガイドラインに従って定められた当

初の罰金額ではなく、支払い能力の分析で決定した罰金額に、

協力による減額を加えてほしいとの立場を採ることを考えた方が

よい。特に、DＯJ はリニエンシー制度（制裁措置減免制度）を採

用しているので、弁護士は、捜査に協力的な企業には罰金の減

額を行い、そうでない場合にはガイドラインどおりの罰金を科すこ

とが必要不可欠と主張することができるだろう。しかし DＯJ は、

ガイドラインどおりの罰金が支払えない企業に対して、企業が支

払える最高額の罰金から減額することまでしか、リニエンシー制

度を適用することができていない。そのような中で DＯJ は最近、

反トラスト局のリニエンシー・プログラムに基づいて協力した企業

に対して、企業の支払い不能による罰金減額に加えて、こうした

減額措置を提供することに同意している11。 

DＯJ の最近のポリシーのシフトは、長らく叫ばれてきた大幅な罰

金減額の可能性こそがリニエンシー制度のメリットの中心にある、

との原則に沿ったものである。10 年前、DＯJ のウェブサイトのト

ップ欄に掲載され、広く引用された論文のなかで当時の司法副次

官補スコット・D・ハモンド氏は、協力企業に対する反トラスト局の

リニエンシー制度概略について記述し、特に罰金の減額につい

て説明を行った12。この制度の下、「捜査を大きく前進させる協力

を行った二次企業は、U.S.S.G. Section 8C4.1 に従い相当な恩赦

とガイドラインの最低額を下回る罰金が提示される司法取引が期

待できる。」とされている13。DＯJ にとっても、協力企業にとっても、

「被告が他のカルテル企業との関係を切り、政府に対して協力的

な証言をする決断をすれば、その見返りは大きい。」14。そして、

たしかに DＯJ の二次リニエンシー制度は大変大きな成功を収め

ており、多くの企業が協力し、制度の条件に従って司法取引に応

じ、罰金を減免されている。 

しかし企業が、協力によって減額された罰金すら支払えない場合

に、支払い能力の分析によって決定された罰金額から、協力によ

る減額がなされるのでなければ、協力の見返りとしての罰金減額

がなくなってしまう。ガイドラインの時点で、支払い不能を考慮し、

支払い不能に応じた罰金減額を行うことが認められているので、

協力企業も裁判で有罪判決が出れば、いっさい協力せず、最初

から DＯJ と闘ってきた場合とまったく同額の罰金を言い渡される

可能性がある。 

したがって弁護士は、「支払い不能」企業に協力見返りの罰金減

免を行わないのは、リニエンシー制度の意義を損なわせるものだ

と主張するべきである。企業が、かなりの協力をしても見返りがな

いと思えば、企業の協力しようという気持ちは大幅に縮小してし

まう。したがって弁護士は、リニエンシー制度の有意性を今後も

継続し、「支払い不能」企業が、その協力の恩恵として罰金の減

額を期待できるようにするために、DＯJ は企業が支払える最高

額に、協力による罰金減額を適用するべきだと主張しなければな

らない。このようにして協力による減額を適用すれば、今後もリニ

エンシー制度を継続して、協力企業と、協力を拒む企業間に大き

な差を設けられ、結果的に協力の正しい動機づけができる。 

結論 
DＯJ は、企業が経営を継続できる可能性を脅かすことなく、違反

者に罰金を科したいと考えている。さらに、ガイドラインでも、罰金

額があまりにも大きく、企業の被害者に対する賠償能力が損なわ

れたり、罰金の支払いによって企業の債務返済能力が損なわれ

たりする場合には、罰金額を減じる検討を行っている。DＯJ から

科された罰金が、企業の支払い能力を超えていることを示す場

合、罰金支払い期間中のフリーキャッシュフロー分析を行い、罰

金の支払いにどのような現金あるいはその他の資産が当てられ

るかを分析し、罰金支払いのために、どのような形で資本調達で

きるかを分析する。支払い能力の分析では、犯罪捜査で問題と

なった行動の結果、被害に遭った人々からの訴訟により、他の罰

金や損害賠償の可能性があれば、そのコストも考慮に入れなけ

ればならない。 

当社の経験では、弁護士およびＦＴＩコンサルティングの役割は、

その支払い能力の客観的で説得力ある分析に関して企業をサポ

ートするだけでなく、企業が、提示された罰金額の妥当性を評価

し、その支払い能力の分析について、DＯJ からの質問に回答す

るサポートもある。支払い能力の分析の提出は、罰金の減額交

渉において力強いツールとなる可能性があり、問題とされた行動

の被害者への賠償金支払い能力を温存して、同企業が今後も存

続可能な競合企業として生き残れることを可能にする。 

 



Forensic & Litigation Consulting | CRIMINAL ANTITRUST FINES AND PENALTIES: REDUCTIONS BASED ON ABILITY TO PAY 

The views expressed herein are those of the 

author(s) and not necessarily the views of FTI 

Consulting, Inc., its management, its subsidiaries, its 

affiliates, or its other professionals 

本稿に関する FTI のサービス詳細については下記

までご連絡ください。 

ベン フォーエイカー 

マネージングディレクター 

+81 3 5369 3933 
ben.fouracre@fticonsulting.com 

小林さやか 

シニアディレクター 

+81 3 5369 3934 
sayaka.kobayashi@fticonsulting.com 

 

FTI Consulting is an independent global business advisory firm dedicated to helping organisations manage change, mitigate risk and resolve disputes: financial, legal, operational, political & 

regulatory, reputational and transactional. FTI Consulting professionals, located in all major business centres throughout the world, work closely with clients to anticipate, illuminate and 

overcome complex business challenges and opportunities. Connect with us on Twitter (@FTIConsulting), Facebook and LinkedIn. 

www.fticonsulting.com ©2017 FTI Consulting. All rights reserved.  

 

                                                                        

1
 See DOJ Criminal Enforcement Trends Chart (Dec. 2015), https://www. 

justice.gov/atr/criminal-enforcement-fine-and-jail-charts. 
2 See U.S. Dep’t of Justice, Japanese Auto Parts Company Agrees to Plead Guilty to 
Antitrust Conspiracy Involving Steel Tubes (Nov. 8, 2016), 
http://www.justice.gov/opa/pr/japanese-auto-parts-company-agrees-plead- guilty-
antitrust-conspiracy-involving-steel-tubes.   
3
 See United States v. Nathan, 188 F.3d 190, 212 (3d Cir. 1999). 

4 See Decl. of Dale Zuehls ISO Reply to Defs’ Sent. Memo. at 3, United States v. AU 
Optronics, No. 09-00110 (Dkt. 961-2) (filed Sept. 20, 2012). 
5

 See Example of Document Request List in Appendix, available at http:// 
americanbar.org/groups/antitrust_law/publications/antitrust_magazine. html 
(Supplementary Materials). 
6 Although funds available for return to equity holders may be available to instead 
pay a fine, the DOJ has recognized the legitimacy of some continued dividend 
payments in negotiated pleas. The principal rationale for doing so is that a total 
elimination of the dividend could excessively erode the company’s shareholder base 
and endanger its shareholder support, thereby potentially threatening the company’s 
viability and competitive standing. 
7
 The amount of cash necessary for operational needs can be calculated as a 

percentage of sales and translated to the Cash in Days in Sales metric (i.e., divide 
Cash by Sales and multiply by 365 days). 
8
 Some reasons for retaining these assets include that they could serve as collateral 

on existing or future debt or are needed to foster and strengthen critical business 
relationships as is common in Japanese business, custom, and practice. 
9
 Canada is the jurisdiction which has historically coordinated most closely with the 

DOJ on antitrust investigations. Press Release, U.S. Dep’t of Jus- tice, Nishikawa 
Agrees to Plead Guilty and Pay $130 Million Criminal Fine for Fixing Prices of 
Automotive Parts (July 20, 2016), http://www.justice. gov/opa/pr/nishikawa-agrees-
plead-guilty-and-pay-130-million-criminal-fine-fixing-prices-automotive. 
10 Although in theory the result of a negotiated inability-to-pay analysis should be the 
same as a litigated result, the DOJ may take a harsher approach in litigation than in 
negotiation. Because the company has the burden of demonstrating inability to pay, 
in practice, companies can expect a markedly less favorable result from a judge than 
they would receive from the DOJ in a negotiated plea agreement. For example, as 
noted above, the DOJ has, in negotiated resolutions, respected companies’ assertions 
of their need to maintain certain levels of dividend payments and to refrain from 
liquidating marketable securities. 
11 United States’ Sentencing Memorandum, Motion for Departure, and Request for 
Expedited Sentencing, United States v. Rubycon Corp., No. 16- cv-00367-JD (Dkt. No. 
5) at 14–15 (N.D. Cal. Spet. 7, 2016). 
12 Scott D. Hammond, Deputy Ass’t Att’y Gen., Antitrust Div., U.S. Dep’t of Justice, The 
U.S. Model of Negotiated Plea Agreements: A Good Deal with Benefits for All 14, 
Address to OECD Competition Committee Working Party No. 3 (Oct. 17, 2006) (“Early 
cooperation from cartel members is absolutely critical to the detection and 
prosecution of cartel conduct, and the Division seeks to favorably reward and thus 
encourage such cooperation. Where the ultimate prize of full immunity is no longer 
available, second-in or early cooperators can still obtain substantial discounts below 
their Guidelines fine and incarceration ranges.”), 
https://www.justice.gov/atr/speech/us-model-negotiated-plea-agreements-good-
deal-benefits-all. 
13 Scott D. Hammond, Deputy Ass’t Att’y Gen., Antitrust Div., U.S. Dep’t of Justice, 
Measuring the Value of Second-In Cooperation in Corporate Plea Negotiations 5, 
Address to the 54th Annual Am. Bar Ass’n Section of Antitrust Law Spring Meeting 
(Mar. 29, 2006), https://www.justice.gov/atr/ speech/measuring-value-second-
cooperation-corporate-plea-negotiations. 
14 Hammond, supra note 16, at 20. 

                                                                                                                         

 
 
This paper is a translation of an original article published by 

the American Bar Association Antitrust Vol. 31, No.2 Spring 

2017 

 

Authors: 

Jeff Litvak, Senior Managing Director, FTI Consulting 

Geoffrey Ihnow, Managing Director, FTI Consulting 

 

FTI also wish to acknowledge co-authors Seth C. Farber and 

Lauren E. Duxstad at Winston & Strawn LLP 

 
 

mailto:ben.fouracre@fticonsulting.com
mailto:sayaka.kobayashi@fticonsulting.com
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__twitter.com_FTIConsulting&d=DQMGaQ&c=euGZstcaTDllvimEN8b7jXrwqOf-v5A_CdpgnVfiiMM&r=ZQPxUmDtjTkCAgEtuQkzlA&m=uZRIkJyW8wnnrN_WzVCbHXQZgsfOqDwTGPL5orXAd_U&s=6KwPSWR7_tSIUxkLzmpi9Ic5iVqS_NezwCtCfQ7W37o&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.facebook.com_FTIConsultingInc&d=DQMGaQ&c=euGZstcaTDllvimEN8b7jXrwqOf-v5A_CdpgnVfiiMM&r=ZQPxUmDtjTkCAgEtuQkzlA&m=uZRIkJyW8wnnrN_WzVCbHXQZgsfOqDwTGPL5orXAd_U&s=mm19_r8_uqJ-uT7u6fPyg_6az3LcqJMehErHREG3ZhM&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.linkedin.com_company_5509-3Ftrk-3Dtyah&d=DQMGaQ&c=euGZstcaTDllvimEN8b7jXrwqOf-v5A_CdpgnVfiiMM&r=ZQPxUmDtjTkCAgEtuQkzlA&m=uZRIkJyW8wnnrN_WzVCbHXQZgsfOqDwTGPL5orXAd_U&s=A_PweknSMGSweIYutrg2D9Knr6sOFG9xVP6feudFzao&e=
http://www/
http://www.justice.gov/opa/pr/japanese-auto-parts-company-agrees-plead-
http://www.justice.gov/atr/speech/us-model-
http://www.justice.gov/atr/

