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私たちは現在、経済と社会の両面でパラダイムシフトに直面

しています。それはデジタライゼーションの進行や、目に見え

るかたちで現れている気候変動によって促進され、コロナウ

イルスのパンデミック（世界的大流行）により一層拍車がかか

っています。このようにきわめて大きな課題に対処するには、

従来の枠にとらわれず、創造性と責任感を持ってアプローチ

することが必要です。卓越した技術を基盤に、信頼性を誇るイ

ンスピレーション豊かな革新力によって、私たちはビジネス、

社会、テクノロジーの未来を形成しています。

年次報告書に合わせて発行されるデジタルマガジンでは、
こうした革新力のハイライトの一部をご紹介しています。
annual-report.bosch.com
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は、グローバル規模で革新のテクノロジーとサービスを提供するリーディングカンパニーです。従業員数は約39万5,000

人（2020年12月31日現在）、2020年度の売上高は715億ユーロを計上しています。事業はモビリティ ソリューション

ズ、産業機器テクノロジー、消費財、およびエネルギー・ビルディングテクノロジーの4事業セクター制で運営していま

す。ボッシュはIoTテクノロジーのリーディングプロバイダーとして、スマートホーム、インダストリー4.0、コネクテッド

モビリティに関する革新的なソリューションを提供しています。また、サステイナブル、安全かつ魅力的なモビリティを

追求しています。ボッシュはセンサー技術、ソフトウェア、サービスに関する豊富な専門知識と「Bosch IoT cloud」を

活かし、さまざまな分野にまたがるネットワークソリューションをワンストップでお客様に提供することができます。ボ

ッシュ・グループは、AI（人工知能）を搭載する、もしくはAIが開発・製造に関わった製品を提供することで、コネクテ

ッドライフを円滑にすることを戦略目標に掲げています。ボッシュは、革新的で人々を魅了する製品とサービスを通じ

て、全世界の人々の生活の質の向上に貢献します。つまり、ボッシュはコーポレートスローガンである「Invented for 

life」‐人と社会に役立つ革新のテクノロジーを生み出していきます。ボッシュ・グループは、ロバート・ボッシュGmbH

とその子会社440社、世界の約60カ国にあるドイツ国外の現地法人で構成されており、販売／サービスパートナーを

含むグローバルな製造・エンジニアリング・販売ネットワークは世界中のほぼすべての国々を網羅しています。ボッシュ

は2020年の第1四半期に、世界400超の拠点でカーボンニュートラルを達成しています。ボッシュの未来の成長のた

めの基盤は技術革新力であり、 世界中の129の拠点で約7.3万人の従業員が研究開発に、そのうち約3.4万人がソフ

トウェアエンジニアリングに携わっています。

産業機器
テクノロジー

ドライブ＆コントロール テクノロジー3

その他の事業 : 
ボッシュ コネクテッドインダストリー
Robert Bosch Manufacturing 
Solutions GmbH

パワートレイン ソリューション
シャシーシステム コントロール
エレクトリカル ドライブ
クロスドメイン コンピューティング ソリューション1

カーマルチメディア2

オートモーティブ エレクトロニクス
オートモーティブ アフターマーケット
オートモーティブ ステアリング
コネクテッドモビリティ ソリューションズ
Bosch eBike Systems

その他の事業 : 
Bosch Engineering GmbH 
ETAS GmbH
ITK Engineering GmbH
モーターサイクル＆パワースポーツ

モビリティ 
ソリューションズ

ボッシュ・グループ



1. 2021年1月1日より
2. 2020年12月31日まで
3. Bosch Rexroth AG （ボッシュ持株比率100%）

4. Robert Bosch Power Tools GmbH

事業セクターに含まれない他の事業 :
Bosch Healthcare Solutions GmbH 
Bosch.IO GmbH
grow platform GmbH 
Robert Bosch Venture Capital GmbH
 

ビルディングテクノロジー
サーモ テクノロジー
ボッシュグローバルサービスソリューションズ

その他の事業 :
Robert Bosch Smart Home GmbH

エネルギー・ 
ビルディングテクノロジー

電動工具 4

BSH Hausgeräte GmbH 

消費財

ロバート・ボッシュGmbHの株主

出資比率
 1 %  ロバート・ボッシュGmbH
 5 %  ERBO II GmbH/
  ボッシュ家
 94 %  ロバート・ボッシュ財団 

議決権
 7 %  ボッシュ家
 93 %  ロバート・ボッシュ 
  工業信託合資会社

ボッシュの起源は、1886年に創業者ロバート･ボッシュ（1861～1942）がシュトゥットガルトに設立した「精密機械と

電気技術作業場」に遡ります。ロバート・ボッシュGmbHの独自の株主構造は、ボッシュ・グループの企業としての自立

性を保証しています。「株主（利益配当）」と「経営（議決権）」が完全に分離した企業形態によって、ボッシュは長期的

な視野に立った経営を行い、将来の成長を確保する重要な先行投資を積極的に行うことができます。ロバート・ボッシ

ュGmbHの株式資本の 94％は慈善団体であるロバート・ボッシュ財団が保有しており、残りの株式はロバート・ボッ

シュGmbHと創業家であるボッシュ家が所有する法人が保有しています。議決権の大半はロバート・ボッシュ工業信

託合資会社が保有し、株主の事業機能を担っています。



ボッシュ
に 関す
ボッシュ
に 関す

全世界の従業員数

約

39万5,000人 

 59 億ユーロ 
研究開発費

7万 3,000人 
全世界の研究開発部門の
従業員数
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るデータるデータ

億ユーロ
2020年度の
支払金利前税引前利益

17

億ユーロ
2020年度の売上高

715

の子会社と世界60カ国以上で事業を展開する
現地法人

440約

5
ボッシュに関するデータ



eモビリティ分野においては、幅広い製品ラインナップを提供す

るサプライヤーとしての地位を確立することを戦略としていま

す。産業機器テクノロジー セクターにおいては、電気システムと

油圧システムの融合から生まれる新しいソリューションに商機

があります。ビルディングテクノロジー分野においては、ヒート

ポンプや再生可能エネルギーの利用が急速に拡大しており、新

たな市場機会が生まれています。

戦略 
と 革新力

私たちは、モビリティのカーボンニュートラル化に貢献したいと考

えています。再生可能エネルギーからの電力で駆動する電気自動

車も、その一環です。一方で、現代の内燃機関は、過渡期において

多くのアプリケーション（特に大型車や長距離輸送）で引き続き重

要な役割を果たすとともに、ハイブリッド車の構成要素としても、

長年にわたって活躍することでしょう。

私たちの未来のビジョン：
サステイナブル、安全かつ魅力的な
モビリティ

オンライン販売の継続的な拡大は、引き続き重要な戦略上

の焦点となっており、特に消費財セクターを中心に重要度を

増しています。

企業として、私たちはパリ協定の気候目標が

非常に野心的なものであっても、その実現に

注力しています。技術中立的なアプローチを

追求し、お客様に幅広い製品とサービスを提

供しています。

カーボンニュートラルな燃料を使用すること

で、ディーゼル車やガソリン車もクライメート

ニュートラルとなります。

私たちは、変化を遂げる市場においても世界最

大の売上高を誇る自動車部品サプライヤーとし

て主導的な地位を確立し、自動車業界の変革

に貢献することを目指しています。

Bosch today 2021
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ボッシュの戦略の詳細については、2020年度年次報告書

（annual-report.bosch.com）のグループマネジメン

トレポートをご確認ください。

私たちはデータ主導型のAI・IoT企業を目指していま

す。つまり、IoT（モノのインターネット化）のネットワー

ク化とAI（人工知能）を組み合わせて、製品やサービス

を継続的に改善していきたいと考えています。クライメ

ートアクションもまた、将来に向けた最も重要な戦略的

焦点のひとつです。

お客様本位の姿勢を追求するAI・IoT企業を目指す

なかで、バリューチェーンにおけるソフトウェアやIT

の重要性がますます高まっています。そのために必

要な専門知識と体制を強化しています。技術的な基

盤は現在、組織全体で整備されています。

ボッシュは、ドイツ、アメリカ、中国、インド、イ

スラエルの7カ所にコンピテンスセンター「AIセ

ンター（BCAI：Bosch Center for Artificial 

Intelligence）」を展開しています。

私たちは、ネットワーク化されたインテリジェントなソリ

ューションを活用して、できるだけ多くの人々がゆとりを

持って、より効率的かつ安全に、サステイナブルな生活

を送れるようにしたいと考えています。多様な市場や産

業において事業を展開することは、メリットであると私

たちは考えています。こうした多様な展開から、多くの

洞察を得ています。

中期的には、AI・IoTの活用が、特に依然として低水

準にあるリカーリングビジネスの収益の比率を大幅

に高めることにつながるでしょう。

私たちは、AIの活用に関する倫理指針を発表しました。AIを
用いた意思決定においては、人間が最終判断を下さなくては
ならないというものです。私たちは、安全かつロバストで説明
可能なAI製品を開発することを目指しています。

6 7
戦略と革新力

1R 7 初校 デザイン制作

http://annual-report.bosch.com/


モビリティ ソリューションズは、ボッシュ・グループ最大の事業セクターであり、総売上高の59％を

占めています。ボッシュは、自動車業界における世界最大規模のリーディングサプライヤーの一つと

して、持続可能で、安全かつ魅力的なモビリティを追求しています。自動車機器を直納するサプライ

ヤーであるボッシュは、数多くのさまざまな分野に取り組んでおり、組織的には、パワートレイン ソ

リューション、シャシーシステム コントロール、エレクトリカル ドライブ、オートモーティブ エレクト

ロニクス、オートモーティブ ステアリングの各事業部があります。また、2021年初頭には、クロスド

メイン コンピューティング ソリューション事業部が設立されました。直納（OE）部門以外では、オ

ートモーティブ アフターマーケット、サービスプロバイダーであるコネクテッドモビリティ ソリュー

ションズ、Bosch eBike Systemsの各事業部があります。さらに、二輪車、商用車、オフハイウェ

イ車、エンジニアリングサービスに関する活動も提供しています。自動車業界の大きな構造変化を

受け、ボッシュは再生可能合成燃料を含めたパワートレイン開発に対して技術的に中立な立場をと

っています。2020年だけでも、ボッシュは燃料電池を含めたeモビリティに約5億ユーロの先行投資

を行いました。また、自動運転レベル1および2のドライバー アシスタンス システムを体系的に改良

し、ハンズフリーのハイウェイアシストシステムに取り組み、SAEレベル3および4の自動運転を開発

しています。ボッシュは、クロスドメイン コンピューティング ソリューション事業部を設立し、急速な

成長を遂げる自動車分野のソフトウェア集約型電子システム市場の変化する要件に対応しています。

bosch-mobility-solutions.com

モビリティ 
ソリューションズ

パワートレイン ソリューション
シャシーシステム コントロール
エレクトリカル ドライブ
クロスドメイン コンピューティング ソリューション1

カーマルチメディア2

オートモーティブ エレクトロニクス
オートモーティブ アフターマーケット
オートモーティブ ステアリング
コネクテッドモビリティ ソリューションズ
Bosch eBike Systems

その他の事業 :
Bosch Engineering GmbH 
ETAS GmbH
ITK Engineering GmbH
モーターサイクル＆パワースポーツ

1. 2021年1月1日より
2. 2020年12月31日まで

Bosch today 2021
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756 –65446.8 42.1

EBIT 
単位：100万ユーロ 
2019–2020

売上高
単位：10億ユーロ
2019–2020

モビリティ ソリューションズ

9
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産業機器
テクノロジー

ドライブ＆コントロール テクノロジー 1

その他の事業 :
ボッシュ コネクテッドインダストリー
Robert Bosch Manufacturing Solutions GmbH

1. Bosch Rexroth AG （ボッシュ持株比率100%）

2020年度に産業機器テクノロジーセクターはボッシュ・グループの総売上高の7％に貢献しました。こ

の事業セクターにはドライブ＆コントロール テクノロジー事業部が含まれ、あらゆるタイプやサイズの

機械やシステムにおける効率的、パワフルかつ安全な動作を実現するドライブ＆コントロール テクノロ

ジーを提供しています。同事業部は、モバイルアプリケーション、システム構築＆エンジニアリングおよ

びファクトリーオートメーションの各市場セグメントにおけるグローバルなアプリケーションの経験を結

集しています。インテリジェントなコンポーネント、カスタマイズされたシステムソリューション、サービ

スによって、完全にネットワーク化されたアプリケーションに必要な環境を整えます。同事業部は、油圧

機器、電気式駆動・制御システム、ギアテクノロジーのほか、リニアモーションおよびアセンブリーテク

ノロジーをソフトウェアとモノのインターネット化へのインターフェースを含めて提供しています。主にボ

ッシュ社内にアセンブリーシステムを供給しているRobert Bosch Manufacturing Solutions 

GmbHは、アセンブリーシステムの柔軟で拡張性の高いプラン、テストおよびプロセス技術分野のカス

タマイズされたソリューションおよび関連サービスを開発しています。産業機器テクノロジーには、ボッ

シュ コネクテッド インダストリー事業部門も含まれます。同事業部門は、インダストリー4.0に重点を

置いて、ソフトウェアソリューションを開発し、内部および外部の顧客向けのプロジェクトを実施します。

boschrexroth.com

Bosch today 2021
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7.5 5.1 897 240

売上高
単位：10億ユーロ
2019–2020

EBIT 
単位：100万ユーロ
2019–2020

産業機器テクノロジー
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消 費 財
電動工具 ¹
BSH Hausgeräte GmbH

1. Robert Bosch Power Tools GmbH

2020年度に消費財セクターはボッシュ・グループの総売上高の約26％に貢献しました。同セクターに

は、電動工具とガーデンツール、電動工具アクセサリー、そしてメジャーリングツールのサプライヤーで

ある電動工具事業部が含まれています。同事業部は、商業・産業のプロユーザー、DIY用製品市場を対象

とした幅広い製品を提供しています。革新技術の中で特に注力しているのは、パワフルで便利なコード

レスツールと、ウェブ接続可能なツールやサービスです。電動工具事業部の戦略の重要な柱は、革新性、

継続的なデジタライゼーション、強力なブランド、オンライン販売の持続的成長および新興市場における

事業の拡大です。製品やサービスの開発において、ユーザーのニーズを重視するユーザーエクスペリエン

スが、これらの取り組みにおいて成功を決定づける要因です。消費財セクターには、BSH Hausgeräte 

GmbHも含まれます。BSH Hausgeräte GmbHは、現代的でエネルギー効率が高く、ネットワーク化

が進む家電製品を幅広く提供しています。製品ラインナップは、洗濯機、ドラム乾燥機、冷蔵・冷凍庫、コ

ンロ、オーブン、キッチン用換気扇、食洗機から掃除機、コーヒーメーカー、フードプロセッサーなどの小

型電化製品にまで及んでいます。BSH Hausgeräteの戦略は、製品イノベーション、ネットワーク化を活

用したサービス、そしてデジタルビジネスモデルの拡大に焦点を当てています。BSH Hausgeräteは、ホ

ーム コネクトという形で、家電製品のブランド横断型デジタルプラットフォームによるエコシステムを提

供しており、さまざまなパートナーと協力しています。BSH Hausgeräteは、デジタライゼーションによ

ってもたらされる可能性を活かし、消費者との直接的な接点をさらに拡大することを目指しています。

bosch-pt.com bsh-group.com

Bosch today 2021
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17.8 18.8

1,041 1,922

売上高1

単位：10億ユーロ
2019–2020

EBIT 
単位：100万ユーロ
2019–2020

1. その他の活動を含む

消 費 財
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2020年度にエネルギー・ビルディングテクノロジー セクターはボッシュ・グループの総売上高の8％に

貢献しました。同セクター傘下のビルディング テクノロジー事業部の事業は大きく2つの分野に分類さ

れます。ひとつ目は、セキュリティ／通信ソリューションを扱うグローバルな製品事業、ふたつ目は特定

の国々で建物のセキュリティ、エネルギー効率およびビルディングオートメーションに対応したソリュー

ションやカスタマイズされたサービスを提供する地域システム統合事業です。両部門とも商業ビルとイ

ンフラプロジェクトに焦点を当てており、ビデオ監視システム、防犯・火災警報器、音声警報装置、出

入管理システム、プロ用オーディオシステム、会議システムなどの各種製品を取り扱っています。サーモ 

テクノロジー事業部は、暖房、空調、温水および分散型エネルギー管理のソリューションを全世界のお

客様に提供しています。同事業部は住棟向け暖房および空調システムとエネルギー管理、給湯器、商

業・工業用の暖房および空調システムを手がけています。また、CO2排出量削減の要求が厳しくなった

ことで、電化や再生可能エネルギーの重要性も高まっています。同事業部では、既存製品の効率化やデ

バイスのネットワーク機能の強化に加え、技術革新にも注力しています。ボッシュ グローバルサービス

ソリューションズ事業部は、主に自動車、金融サービス、物流管理、情報通信技術などの分野のお客様

向けに事業プロセスやサービスを提供しています。Robert Bosch Smart Home GmbH は、住宅

向けのネットワーク接続可能なアプリ制御製品を提供しています。

boschbuildingtechnologies.com bosch-thermotechnology.com
boschservicesolutions.com bosch-smarthome.com

エネルギー・ビルディング 
テクノロジー

ビルディングテクノロジー
サーモ テクノロジー
ボッシュ グローバルサービスソリューションズ
 
その他の事業 :
Robert Bosch Smart Home GmbH

Bosch today 2021
14

http://boschbuildingtechnologies.com/
http://boschservicesolutions.com/
http://bosch-thermotechnology.com/
http://bosch-smarthome.com/


5.6 5.5 290 251

（サウンド）

（モーション） （プレッシャー）

エネルギー・ビルディング 
テクノロジー

売上高
単位：10億ユーロ
2019–2020

EBIT 
単位：100万ユーロ
2019–2020

15
事業セクター



01

03

04

02

2020年の 
ハイライト

1月6日 – ラスベガス（米国）
CES国際家電ショー 2020：ボッシュが
2つのイノベーションアワードを受賞
2つの革新的な乗用車向け製品が賞を
獲得：新型3DディスプレイとAIを活用し
たデジタルバーチャルバイザー（Virtual 
Visor）

2月19日 – ベルリン（ドイツ）
Bosch Connected World 2020
ボッシュは、コネクテッドカー、住宅、工場
向けのスマートソリューションと、新しい
AI倫理指針を紹介するとともに、Bosch.
IO GmbHの設立を発表。新会社は、ボ
ッシュ・グループのIoTとデジタルに関す
る専門知識を結集。

3月26日 – シュトゥットガルト（ドイツ）
コロナウイルス向けの
新しい迅速PCR検査
2時間半以内にコロナウイルス感染の有
無を現場で判定できる検査：ボッシュは
Vivalytic分析装置向けの新しい検査シ
ステムをわずか6週間で開発。続いて、9
月には39分で結果が出る検査を、12月
には30分以内に陽性サンプルを検出で
きる検査を開発。
 

4月23日 – グラスブルン（ドイツ）
ボッシュはINTEOX カメラプラットフォームを発表
この種のものとしては初めての完全なオープンプラットフォームである
INTEOXは、ユーザー、システムインテグレーター、アプリケーション開
発者に、セキュリティソリューションのイノベーションやカスタマイズの
仕様変更のための新たな可能性を提供。

Bosch today 2021
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5月12日 – シュトゥットガルト（ドイツ）
単身作業者向けの24時間年中無休の
保護システムが登場
認証を受けたアプリソリューションで
あるGuardMeは、専用のスマートフ
ォンとの組み合わせで、モニタリング
センターとの連携により、個人用の緊
急対応システムとして機能。

5月15日 – シュトゥットガルト＝
フォイヤバッハ（ドイツ）
ボッシュはマスクの生産
を開始
コロナウイルス対策として、ボ
ッシュは初となるマスク生産
ラインの稼働を開始。

6月15日 – シュトゥットガルト（ドイツ）
ボッシュがeモビリティをより実用的に
ドライバーは、1つのアプリプラットフ
ォームからボッシュの充電ネットワー
クにアクセス可能。充電スポットは15
万カ所以上で、欧州最大規模のネット
ワークを展開。

6月16日 – 台中（台湾）
Bosch eBike Systemsが
アジア太平洋本社を設立
新事業部は粘り強くグローバル展開
を継続。

6月25日 – ロイトリンゲン（ドイツ）
ボッシュはeBike向け
自動緊急通報システムを発表
COBI.Bikeアプリは、スマートなアルゴリズムで
eBikeライダーの転倒を検知。プレミアム機能で
あるヘルプコネクトが緊急通報を行う。

5月19日 – シュトゥットガルト（ドイツ）
ボッシュのESCが量産開始から25周年
ボッシュとダイムラー・ベンツが1995年にSクラス
に初めて搭載した横滑り防止装置ESC（エレクトロ
ニック・スタビリティ・コントロール）は、危険な状
況においても車両の進路を安全に維持。

6月3日 – シュトゥットガルト（ドイツ）
ボッシュ、自動緊急通報機能を
二輪車に搭載
ボッシュは、デジタルネットワーク接続型の自動二輪車用緊急通報シス
テム「ヘルプコネクト」を開発。スマートフォンを通じて救急サービスに
自動通報し、救命活動に要する時間を短縮。
 
6月8日 – ロイトリンゲン（ドイツ）
ボッシュのセンサーがナビゲーションに革命をもたらす
GPS信号が一時的に受信できなくなった場合、ボッシュの新型MEMS
センサー「SMI230」 が代わって車両の位置を特定し、ナビゲーション
システムのルートを維持。

17
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7月9日 – シュトゥットガルト（ドイツ）
CO2 アドバイザリーサービス：
ボッシュ・クライメートソリューションズを設立
ボッシュは、カーボンニュートラルの達成や世界
各地で実施してきたプロジェクトから得られた
知識や経験を提供する新部門の設立を発表。

7月21日 – シュトゥットガルト（ドイツ）
ボッシュはソフトウェアとエレクトロニクスの
専門知識を結集
ボッシュは、モビリティ分野で主導的な役割を
果たすことを目的に、約1万7,000人の従業員
を擁する新しいクロスドメイン コンピューティ
ング ソリューション事業部が2021年初頭から
始動すると発表。 

8月6日 – ロイトリンゲン（ドイツ）
ロイトリンゲンのウエハ製造工場で
5Gのテストを開始
インダストリー4.0のパイオニアである
ボッシュは、5Gが製造業や物流管理に
おけるデジタライゼーション・ネットワー
ク化の重要な構成要素になると確信。 

9月16日 – シュトゥットガルト（ドイツ）、
坊（中国）
ボッシュとWeichai Power （ 柴動力）は
トラック用ディーゼルセンジンの新たな基準を確立
両社の協力により、大型トラック用のディーゼルエン
ジンの熱効率が4ポイント改善し50％に。
 

9月23日 – シュトゥットガルト（ドイツ）
ロバート・ボッシュ病院が
国立癌センターとして選定
同病院は薬物反応に対する遺伝的影響の分野で世界をリード。
ドイツ政府による選定は、その優れた活動に対する評価。
 
9月29日 – 太倉（中国）
ボッシュのeAxleを量産開始
聯合汽車電子有限公司（UAES）のチームは、電動パワートレ
インの中で最も重要な部分である新型eAxleのプラットフォー
ムを2年で開発。

Bosch today 2021
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10月7日 –  シュトゥットガルト（ドイツ）
世界初：二輪車向け
アダプティブ クルーズ コントロール
世界初のレーダーベースの二輪車向け
アシスタンス システムであるARASは、
安全性を大幅に向上。

 
10月12日 – シュトゥットガルト（ドイツ）
Apcoa、ボッシュ、メルセデス・ベンツ
の3社、シュトゥットガルト空港での世界
初の商用自動バレーパーキング（AVP）
サービスを発表
ボッシュは走行路や障害物を検知す
るカメラベースのインフラを初公開。
 

11月5日 – ウスター（イギリス）
ボッシュは水素燃料対応の家庭用ボイラーを発表
この新型ボイラーは、ガスと最大20％の水素の
混合燃料で運転可能。グリーン水素が家庭用暖房
の未来を切り開く。
 

11月26日 –  シュトゥットガルト＝フォイヤバッハ
（ドイツ）
ボッシュが初の5Gキャンパスネットワークの
運用を開始
ボッシュは、インダストリー4.0の基幹工場で
未来の製造が前例のない環境で行われること
を目指す。データは超確実かつ超高速で転送。
 

11月4日 – シュトゥットガルト（ドイツ）
ボッシュ、カーボンニュートラルを前倒しで達成
したと発表
独自の試算によると、ボッシュとその世界中に400
ある拠点は、2020年2月にカーボンニュートラルを
実現。この目標を達成した初の大手製造企業に。
 

12月6日 – ホーシャム（イギリス）、
シュトゥットガルト（ドイツ）
ボッシュは定置用燃料電池の量産を発表
2024年に固体酸化物形燃料電池技術をベースと
する分散型電源の本格稼働生産を開始することを
視野に、Ceres Power社との連携強化に合意。
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71,49477,72178,46578,06673,129

2020年度の
事業報告

売上高と支払金利前税引前利益（EBIT）の推移 
ボッシュ・グループ（2016–2020年） 

売上高
単位：100万ユーロ

2020年度のボッシュ・グループの売上高は715億ユーロでした。第2四半期にコロナウイ

ルスのパンデミック（世界的大流行）の影響で急速に落ち込みましたが、年後半には大き

く回復することができました。今回も、ボッシュの広範な事業多角化が真価を発揮しまし

た。売上高は前年比で8.0％減少し、為替調整後では5.9％の減少となりました。包装機

械事業の売却（2019年12月31日付）による事業基盤構成の変化の影響を除くと、売上

高の減少率は6.4％、為替調整後では4.3％となります。

ボッシュ・グループは、コロナウイルスのパンデミックがもたらした経済的影響にうまく

対応しました。大きな課題を抱えながらも、ボッシュ・グループの2020年度の支払金利

前税引前利益は17億ユーロとなりました。前年度は29億ユーロでした。なお、前年の数

値には包装機械事業の売却に伴う特別利益が含まれています。ボッシュ・グループの調

整後支払金利前税引前利益は、前年度の33億ユーロから20億ユーロに減少しました。

パンデミックの影響を踏まえると、利益率2.8％という数字は明るい材料です。全般的

な市場の回復と消費財セクターにおける需要の急増に加え、広範なコスト削減策が好

業績につながりました。

Bosch today 2021
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1,6575,5024,9163,335 2,903

16 17 18 19 20

EBIT 
単位：100万ユーロ

モビリティ ソリューションズ セクターは、大規模な生産停止によって特に大きな影響を

受けました。産業機器テクノロジー セクターは、パンデミックの影響に加えて、主要な

機械市場における長引く低迷の影響を受けました。一方、消費財セクターは、パンデミッ

クによる自粛期間中に家庭関連製品の需要が増加したことで、ボッシュは年間を通して

売上高を伸ばすことができました。エネルギー・ビルディングテクノロジー セクターの

売上高の減少は限定的でした。

第2四半期の売上低迷は、程度の差こそあれ、すべての地域に影響を及ぼしました。通

期で最も売上高が大きく落ち込んだのは北中南米地域でした。アジア太平洋地域は、中

国市場が早期に力強く回復したことにより、好調に推移しました。欧州は売上高の53％

を占め、アジア太平洋が30％、北中南米が17％と続きました。
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6,954 7,264 5,963 6,079 5,890

161 171 18 19 20

研究開発費 
ボッシュ・グループ（2016～2020年）

総支出単位
単位：100万ユーロ

将来的に重要な分野に
引き続き重点

1. 顧客が直接負担する開発作業を含む

2020年の研究開発費は59億ユーロとなりました。前年は61億ユーロでした。研究開

発集約度は前年の7.8％から8.2％に上昇しました。このことは、パンデミック時におい

ても将来的に重要となる分野が重視されていることを浮き彫りにしています。2020年

も、モビリティ ソリューションズ セクターが研究開発費に占める割合は75％（前年は

72％）と最大でした。その先行投資の主な対象分野は引き続き、電動化（燃料電池を

含む）、ドライバー アシスタンス システム（自動運転を含む）、カーエレクトロニクス、

センサー類となっています。

Bosch today 2021
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Total 395,034

従業員数 
やや減少

従業員数
2020年度ボッシュ・グループ（2020年12月31日現在）

地域別

ドイツ
 131,827
33 %

欧州
 （ドイツを除く）
111,297
29 %

北中南米地域
44,675
11 %

アジア太平洋
 （アフリカなど、他の国々を含む）

107,235 
27 %

ボッシュ・グループの総従業員数は、2020年末には39万5,034人となり、2019

年末の約39万8,200人から減少しました。事業基盤構成の変化による影響はわ

ずかです。2019年の従業員数は、ボッシュの包装機械事業の売却の影響が反映

されています。事業セクター別に見ると、従業員構成は前年からわずかな変化の

みとなりました。
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新たな局面

ボッシュの持続可能性
への取り組み2025

持続可能性

ボッシュの持続可能性への取り組みについての
詳しい情報はこちらでご覧ください：
sustainability.bosch.com

ボッシュは持続可能性に全力を注ぎ、その取り組みを拡大する方法を常に模索しています。そ

のための戦略的基盤となるのが、現在のメガトレンドに基づいて策定したボッシュの「新たな

局面 - ボッシュの持続可能性への取り組み 2025」ビジョンです。気候変動、エネルギー、水、

都市化、グローバリゼーション、健康という、私たちが定義する各局面において、人々と環境に

最も価値ある貢献ができる分野に焦点を当てて活動しています。しかし、私たちは企業の社会

的責任に対する理解をさらに進め、社会の進歩を促し、コア事業以外でも積極的に貢献した

いと考えています。未来への投資であるという想いから、特に教育と科学に力を入れています。

経済的、環境的、社会的に責任ある行動を通じて人々生活の質の向上に貢献し、現在と将来の

世代が繁栄できる環境を確保したいと考えています。

Bosch today 2021
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気候変動
1 | CO2 スコープ 1 ＋ 2
2 | CO2 スコープ 3

 
ボッシュはクライメートアクションのパイオ
ニアであり、2020年から事業活動はクライ
メートニュートラル（スコープ1＋2）になっ
ています。ボッシュはバリューチェーン全体
を通して知識と技術を提供し、温室効果ガ
ス排出量（スコープ3）の削減に大きく貢献
しています。

エネルギー
1 | エネルギー効率
2 | 再生可能エネルギー

 
ボッシュは自然エネルギーの拡大を推進
し、開発から製造、最終製品に至るまで、エ
ネルギー効率の向上に継続的に取り組んで
います。

水
1 | 水不足
2 | 水質

 
ボッシュにとって、水はとても大切な資源で
す。水が不足している地域には特別な関心を
払います。

都市化
1 | 資源効率
2 | デジタライゼーション

 
ボッシュは、エコロジカルフットプリントを
最小限に抑え、社会的利益を生み出すこ
とに努めています。この取り組みにおい
て、ボッシュは循環型経済の原則とデジタ
ライゼーションがもたらすチャンスを重視
しています。

グローバリゼーション
1 | 責任
2 | 人権

 
ボッシュは、バリューチェーン全体で責任
を負い、人権を尊重しています。

健康
1 | 労働安全衛生
2 | 環境負荷物質

 
ボッシュは革新的な製品とサービスを提供
し、生産プロセスにおいて人々や環境に危
害が及ばないようにすることで、人々の健
康に貢献しています。
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ロバート・ボッシュ財団

ドイツの最優秀学校を表彰：2020年のドイツ学校賞は、ハノーバ
ーのオトフリート・プロイスラー校（Otfried Preußler School）
が受賞しました。同校では、いわゆる「ギフテッド」とされる子供
たちと障害のある子供たちが同じ教室で学んでいます。

財団に帰属する機関／施設 ：
•  ロバート・ボッシュ病院 
•  マルガレーテ・フィッシャー・ボッシュ　　　　　　
　臨床薬理学研究所

•  ロバート・ボッシュ財団医学史研究所
•  ドイツ スクールアカデミー
•  UWC ロバート・ボッシュ・カレッジ
•  ロバート・ボッシュ癌センター
•  国際学友センター（iac）、ベルリン

1964年に発足したロバート・ボッシュ財団は、

創業者が行ってきた公共福祉活動を引き継ぎ、

社会的課題に対する解決策を円滑に進めること

ができるよう支援しています。支援の形態には、

独自のプロジェクト、パートナーシップ、第三者の

施策への助成などがあります。財団は、ロバー

ト・ボッシュGmbHの株主として受け取る配当

金を活動資金としています。

ロバート・ボッシュ財団は昨年、これまでで最も

大がかりな戦略の見直しを行い、体制を一新しま

した。今後は、「ヘルスケア」、「教育」、「地球規

模の課題」という3つの支援分野を中心に活動し

ていきます。

地球規模の課題分野では、平和、格差、気候変動、

民主主義、移民、民族的多様性に重点を置きます。

教育分野では、個人による学習と組織による学習

に焦点を当てます。ヘルスケア分野では、ヘルスケ

アシステムの人材に注目し、実行可能なヘルスケ

アシステムの構築を目指します。
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19.70

12.94

7.32

6.34

5.83

5.63

5.09

5.08

1.73

1.66

9.05

2020年のプロジェクトへの助成金総額
単位：100万ユーロ

80.37
地球規模の課題（総計） 

研究所およびロバート・ボッシュ病院
での研究

戦略的パートナーシップおよび
ロバート・ボッシュ・アカデミー

教育

ドイツスクールアカデミーgGmbH

ロバート・ボッシュ病院への
資本支出

ヘルスケア

科学

ロバート・ボッシュ・カレッジ UWC GmbH

国際学友センターgGmbH

その他の助成

このような戦略的再編を実施する一方で、財団

はプログラムを継続してきました。コロナウイル

スのパンデミックにより、多くのプロジェクトや施

策が影響を受けました。学校が直面している大き

な課題に鑑み、ロバート・ボッシュ財団とハイデ

ホフ財団は、今年のドイツ学校賞（Deutscher 

Schulpreis）の特別公募を発表しました。2021

年は、パンデミックを受けて学校が生み出した、長

期的に教室内相互作用を変える可能性のある先駆

的なアイディアを表彰します。ロバート・ボッシュ財

団は、国連75周年記念（UN75）キャンペーンのパ

ートナーとして、国際協力に対する人々の期待に関

する史上最大規模の調査を支援しました。

財団は、世界保健機関（WHO）の「コロナウイル

ス連帯対応基金」への支援や、ギリシャの難民キ

ャンプの医療体制を改善するための緊急プログラ

ムを通じて、パンデミックの直接的な影響を緩和

するために活動しました。

bosch-stiftung.de/en
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雇用者としてのボッシュ

あなたのアイディアが大きな何かにつながる場所、
ボッシュへようこそ！

世界に足跡を残す 
自分の仕事に意義を感じましょう。
その意義こそが、「Invented for life」です。

ボッシュは、革新的で、有益な、人々を魅了する製品やサービスの開発に取り組んで
います。それらを通じて、私たちは世界の人々の生活の質の向上に寄与し、いつまで
も消えることのない足跡を世界に残したいと考えています。

明日の世界を形作る
未来はさまざまなチャンスをもたらしてくれます。
そして、そのチャンスを最初に掴み取ることが重要になります。

世界のメガトレンドや新しい技術力に関して、私たちはコネクテッドライフ向けの各
種ソリューションを生み出し、それをさらに広げる力も持っています。私たちととも
に未来のビジョンを作り上げ、自分のアイディアが明日の世界をどのように形作って
いくのかを一緒に見届けましょう。

自分の居場所を見つける
自分が仕事でどのようにベストを尽くせるのかを知っているのは自分だけです。
そして、私たちはそのために必要な条件を整えます。

ひとつのグローバル企業にさまざまな働き方：ベンチャー企業から既存の安定した
部門まで、ボッシュにはさまざまな職場環境が揃っています。ぜひこの輪に加わり、
自分にぴったりの職場を見つけてください。

私たちが信条とするもの 

テクノロジーとサービスの世界的なリーディングサプライヤーであるボッシュは130年以上にわたり、

共に未来を形作る機会を世界中の従業員に提供しています。人々の生活の質を向上させ、資源の保護

につながる有益な革新技術は、私たちの仕事の原動力となっています。ボッシュは従業員の個性を尊

重し、その多様性がボッシュの財産になると信じています。また、従業員が仕事の目標と個人の目標と

の間で健全なバランスを保てるよう配慮することが、創造性と仕事に対する満足度を向上させる重要

な一策であると考えています。そしてこのバランスは、従業員の優れた業績の基礎を形成することにも

なります。さらに、生涯学習と視点の定期的な切り替えも、ボッシュのリーダーシップ文化にしっかり根

付いています。ボッシュの拠点が世界中に広がるように、ボッシュの活動分野も多岐にわたっています。
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Let’s be remarkable.

ワークライフバランスを整える
仕事を自分のライフスタイルに合わせましょう。
ボッシュは個々に合わせたサポートを提供しています。

仕事だけでなく、人生にも多くの意味があります。そこでボッシュは、従業員の
仕事とプライベートの健全なバランスを保てるよう積極的にサポートしていま
す。あなたもこの輪に加わり、自然体で一緒に前に進みましょう。

約束したことを守る
どこにいたとしても、
チーム精神はいつもそばにあります。

ロバート・ボッシュが会社を設立したのは130年以上前のことですが、彼の価
値観は今もなおしっかり息づいています。相手に対する敬意と責任を基礎にし
た文化に触れ、その価値をさらに発展させてください。

新しい方向に進む
これから進む道に変化があるかもしれませんが、
私たちは常にそれに寄り添います。

役職や仕事の分野などで従業員が配置替えを希望する場合には、ボッシュは
その意思をしっかり尊重します。また、目指す目標に従って、その後押しも率
先して行います。

自然体でいる 
個々の多様性がボッシュを豊かにしてくれます。
あなた独自の個性でボッシュをぜひ彩ってください。

人にはそれぞれに違いがあります。ボッシュは各自の個性を尊重し、その多様
性がボッシュの財産になると信じています。自分の考えをオープンにして、革新
をともに推進していきましょう。

未来につなぐ
ボッシュは自分たちの事業だけでなく、環境も重視しています。
未来の世代のために、そのどちらも大切にしましょう。

ボッシュの遺伝子として、社会的責任という意識が根底に息づいています。その
ためボッシュでは、事業を成功させる喜びを味わえるだけでなく、社会や環境
に寄与するプロジェクトを支援することができます。
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ドイツ国内の
ボッシュ・グループ

（2020年12月31日現在）
このリストには、従業員が100人以上の拠点、非連結
対象子会社の拠点を記載しています。

本社
シュトゥットガルト近郊のゲルリンゲン

研究開発センター
アプシュタット、ベルリン、ボーフム、ブラウンシュ
ヴァイク、ブレッテン、ビュール／ビューラーター
ル、ディリンゲン、ディツィンゲン、エルヒンゲン、
エアバッハ、フランクフルト・アム・マイン、ギーン
ゲン、グラスブルン、ヒルデスハイム、ホルツキル
ヒェン、ホンブルク、ホルブ、インメンシュタット、
クスターディンゲン、ラインフェルデン、レーオン
ベルク、ローア、ロラル、ルートヴィヒスブルク、
ニュルンベルク、プラネグ・マルティンスリート、
プロッヒンゲン、レーゲンスブルク、レニンゲン、
ロイトリンゲン、リュルツハイム、シュヴェービッ
シュ・グミュント、シュヴァインフルト、シュヴィー
バーディンゲン、シュトゥットガルト、トラウンロイ
ト、ヴァイブリンゲン、ヴェルナウ

モビリティ ソリューションズセクターの製造拠点
アンスバッハ、アルンシュタット、バンベルク、ベ
ルリン、ビーティッヒハイム、ブライヒャッハ／イ
ンメンシュタット、ブラインデンバッハ、ブレーメ
ン、ビュール／ビューラータール、ドレスデン、ア
イゼナハ、ゲッティンゲン、ヒルデスハイム、ホン
ブルク、クスターディンゲン、ミュンヘン、ニュル
ンベルク、プロッヒンゲン、ポレンフェルト、ロイ
トリンゲン、ザルツギッター、シュヴェービッシュ・
グミュント、シュトゥットガルト、ヴァイブリンゲン

自動車機器直納（OEM）ビジネスの
技術営業拠点
ベルリン、ブラウンシュヴァイク、ケルン、フラン
クフルト・アム・マイン、ミュンヘン、ヴァイブリン
ゲン

産業機器テクノロジーセクターの製造拠点
アウグスフェルト、ケムニッツ、エルヒンゲン、エ
アバッハ、ホンブルク、ホルブ、ケッチュ、ローア、
ムルハルト、ニュルンベルク、シュヴァインフル
ト、シュトゥットガルト、フォルカッハ

消費財セクターの製造拠点
ブレッテン、ディンゲン、ギーンゲン、ラインフェ
ルデン、ムルハルト、ナウエン、ラーフェンスブル
ク、ゼープニッツ、トラウンロイト、ヴィラースハウ
ゼン

エネルギー・ビルディングテクノロジーセクター
の製造拠点
アイベルスハウゼン、グンツェンハウゼン、ロラ
ル、シュトラウビング、ヴェルナウ、ヴェトリンゲン

営業所およびサービスセンター
ベルリン、ボーフム、ベーブリンゲン、ブラウンシ
ュヴァイク、ケムニッツ、ケルン、ディツィンゲン、
ドレスデン、デュッセルドルフ、エッセン、フェルバ
ッハ、フランクフト・アム・マイン、フルス、ガーヒ
ンク、グラスブルン、ハインブルク、ハンブルク、
ハノーバー、ホルツキルヒェン、イヒタースハウ
ゼン、カールスルーエ、ライプツィヒ、マグデブル
ク、ミュンヘン、ニュルンベルク、ポレンフェルト、
ラーティンゲン、シュトゥットガルト、ヴェッツラ
ー、ヴィラースハウゼン

Bosch.IO GmbH
ベルリン、インメンシュタット、ヴァイブリンゲン

ドイツ国内の従業員数：
131,827人
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欧州における
ボッシュ・グループ
（ドイツ以外）

オーストリア 従業員数：2,937人 
自動車機器、産業機器の開発・製造・販売拠
点：ハライン、リンツ、パシング、ウィーン
 
ベルギー  従業員数：1,434人
自動車機器の製造・販売拠点：ブリュッセル、
メヘレン、ティーネン
 
ブルガリア  従業員数：214人
開発・販売拠点：ソフィア
 
チェコ共和国 従業員数：8,046人 
自動車機器、産業機器、家庭用電化製品、電動
工具、サーモ テクノロジー製品の開発・製造・
販売拠点：ブルノ、チェスケー・ブジェヨビツェ、
イフラバ、クルノフ、ミクロフ、プラハ
 
デンマーク 従業員数：645人
販売拠点：バレルプ、エスビアウ
 
フィンランド 従業員数：215人
販売拠点：バンター
 

フランス 従業員数：6,715人 
自動車機器、産業機器、家庭用電化製品、サー
モテクノロジー製品の開発・製造・販売、通信
サービス拠点：ドランシー、ラ・フェルテ＝ベル
ナール、リップスハイム、マリニエ、モンドヴィ
ル、ムーラン、パリ、ロデー、サン＝トゥアン、サ
ン=テゴネック、ヴァンドーム、ヴェニシュー
 
ギリシャ 従業員数：450人 
家庭用電化製品の製造・販売拠点：アテネ（コ
ロピ）
 
ハンガリー 従業員数：15,578人
自動車機器、電動工具の開発・製造・販売拠
点：ブダペスト、エゲル、ハトファン、マクラール、
ミシュコルツ
 
イタリア 従業員数：6,057人
自動車機器、産業機器、電動工具の開発・製
造・ 販売拠点：バリ、チェルヌスコ、ファガーニ
ャ、ミラノ、ノナントラ、オッファネンゴ、パヴッ
ロ ・ネル・フリニャーノ、トリノ、ウディネ、ヴィッ
ツァーノ、ヴィッラサンタ
 
オランダ 従業員数：3,236人 
自動車機器、産業機器、サーモテクノロジー製
品の開発・製造・販売拠点：アムステルダム、ボ
クステル、ブレダー、デーフェンター、エイントホ
ーフェン、フーフェラーケン、ティルブルフ
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ポーランド 従業員数：7,676人
自動車機器、家庭用電化製品、電動工具の開
発・製造・販売拠点：ゴレニュフ、ウッチ、ミル
クフ、ワルシャワ
 
ポルトガル 従業員数：5,600人
自動車機器、サーモテクノロジー製品、セキュリ
ティ システムの開発・製造・ 販売、通信サービ
ス拠点：アヴェイロ、ブラガ、リスボン、オバール
 
ルーマニア 従業員数：8,167人 
自動車機器の開発・製造・販売、通信サービス
拠点：ブラジ、ブカレスト、クルジュ=ナポカ、テ
ィミショアラ
 
ロシア 従業員数：3,444人 
自動車機器、家庭用電化製品、電動工具の製
造、通信サービス拠点：エンゲルス、カザン、ヒ
ムキ、モスクワ、サマラ、サンクト・ペテルブルク
 
セルビア 従業員数：2,203人 
自動車機器の製造・販売拠点：ベオグラード、
ペチンツィ
 
スロバキア 従業員数：1,056人
自動車機器、家庭用電化製品の開発・製造・ 
販売拠点：ベルノラコヴァ、ミハロフツェ
 
スロベニア 従業員数：1,590人 
産業機器、家庭用電化製品の開発・製造・販売
拠点：ナザーリェ、シュコーフィア・ロカ
 
スペイン 従業員数：8,623人 
M自動車機器、家庭用電化製品の開発・製造・ 
販売、通信サービス拠点：アランフェス、バル
セロナ、カステレット、リカ・ダムント、マドリッ
ド、サン・セバスティアン、ビーゴ、サラゴサ
 

スウェーデン 従業員数：1,741人 
産業機器、サーモテクノロジー製品の開発・製
造・販売拠点：シスタ、ルンド、メランセル、スト
ックホルム、トラーノース
 
スイス 従業員数：2,006人
産業機器、電動工具の開発・製造・販売拠点：
ブティーコン、フラウエンフェルト、ゲロルツヴ
ィル、ゾロトゥルン、ザンクト・ニクラウス
 
トルコ 従業員数：18,374人 
自動車機器、産業機器、サーモ テクノロジー製
品の開発・製造・販売拠点：ブルサ、イスタンブ
ール、マニサ
 
イギリス 従業員数：4,671人 
産業機器、電動工具、サーモテクノロジー製品
の開発・製造・販売、通信サービス拠点：サイ
アンセスター、クレイ・クロス、デナム、グレンロ
セス、グリートランド、リバプール、ミルトンケイ
ンズ、セントニオッツ、ストックポート、ストーマ
ーケット、ウスター

（2020年12月31日現在）
このリストには、従業員が100人以上の国および拠点、非
連結対象子会社の拠点を記載しています。 

この他、ベラルーシ、クロアチア、エストニア、ジョージア、ア
イルランド、カザフスタン、ラトビア、リトアニア、ルクセンブ
ルク、ノルウェーでも事業を行っています。
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欧州以外の地域における
ボッシュ・グループ

アルゼンチン 従業員数：198人
販売拠点：ブエノスアイレス
 
オーストラリア 従業員数：1,244人 
自動車機器、産業機器の開発・製造・販売拠
点：クレイトン、シドニー
 
ブラジル 従業員数：8,558人 
自動車機器、産業機器、電動工具、サーモテク
ノロジーの開発・製造・通信サービス、販売拠
点：アラトゥ、アチバイアSB、カンピーナス、ク
リチバ、イタチバ、ジョインヴィレ、ポメロデ、サ
ンパウロ
 
カナダ 従業員数：540人
産業機器の製造・販売拠点：ミシサガ、ウェラ
ンド
 
チリ 従業員数：129人
販売拠点：サンティアゴ
 
中国 従業員数：52,633人
自動車機器、産業機器、電動工具、家庭用電化
製品、サーモ テクノロジー製品、セキュリティ シ
ステムの開発・製造・販売、通信サービス拠
点：北京、長春、長沙、成都、重慶、 州、東
莞、杭州、合肥、香港、済南、柳州、南京、寧波、
青島、上海、深圳、蘇州、太倉、武漢、蕪湖、無
錫、西安、煙台、珠海
 

コスタリカ 従業員数：264人 
通信サービス拠点：エレディア
 
インド 従業員数：31,843人
自動車機器、産業機器、電動工具、家庭用電化
製品の開発・製造・販売、通信サービス、ソフ
トウェア開発拠点：アフマダバード、バンガロー
ル、ビダディ、ボマナハリ、チャカン、チェンナ
イ、コインバートル、ハイデラバード、ジャイプ
ル、コラマンガラ、ムンバイ、ナガナタプラ、ナ
シク、ニューデリー、プネー
 
インドネシア 従業員数：208人 
自動車機器の製造・販売拠点：ジャカルタ 

日本 従業員数：6,509人
自動車機器、産業機器の開発・製造・販売拠
点：東京都（渋谷区、千代田区)、神奈川県（横
浜市、小田原市)、埼玉県（東松山市、児玉郡美
里町、比企郡滑川町、大里郡寄居町）、栃木県
（那須塩原市)、茨城県（土浦市)、新潟県（三
島郡出雲崎町）
 
韓国 従業員数：1,663人 
自動車機器、産業機器の開発・製造・販売拠
点：プサン、プーヨン、テグ、テジョン、ヨンイン
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マレーシア 従業員数：4,073人 
自動車機器、電動工具の開発・製造・販売拠
点：ペナン、プタリン・ジャヤ
 
メキシコ 従業員数：17,183人
自動車機器、電動工具、セキュリティ システム
の開発・製造・販売拠点：アグアスカリエンテ
ス、クアウティトラン・イスカリ、グアダラハラ、
エルモシージョ、フアレス、メヒカリ、メキシコ
シティ、ケレタロ、サンルイスポトシ、トルーカ
 
モロッコ 従業員数：490人
販売拠点：カサブランカ
 
ペルー 従業員数：538人
家庭用電化製品の製造・販売拠点：カヤオ、リ
マ
 
フィリピン 従業員数：362人 
通信サービス、販売拠点：マニラ
 
シンガポール 従業員数：741人 
開発・販売拠点：シンガポール
 
南アフリカ 従業員数：963人
自動車機器、産業機器の開発・製造・販売拠
点：ヨハネスブルグ、ケンプトンパーク、ミッドラ
ンド
 
台湾 従業員数：401人
産業機器の開発・製造・販売拠点：台北

タイ 従業員数：1,198人
自動車機器の製造・販売拠点：アマタシティ、
バンコク、ヘマラート
 

米国 従業員数：17,218人
自動車機器、産業機器、電動工具、家庭用電化
製品、サーモ テクノロジー製品、セキュリティ シ
ステムの開発・製造・販売拠点（75カ所 ）イン
ディアナ州アルビオン、ミシガン州アレンパー
ク、サウスカロライナ州アンダーソン、ジョージ
ア州アトランタ、ペンシルベニア州ベスレヘム、
イリノイ州ブロードビュー、ミネソタ州バーンズ
ヴィル、サウスカロライナ州チャールストン、ノ
ースカロライナ州シャルロッテ、ニューヨーク州
フェアポート、ミシガン州ファーミントンヒルズ、
ケンタッキー州フローレンス、フロリダ州フォー
トローダーデール、サウスカロライナ州ファウン
テンイン、ノースカロライナ州ハイポイント、イ
リノイ州ホフマンエステーツ、カリフォルニア州
アーバイン、ミシガン州ケンウッド、ネブラスカ
州リンカーン、ノースカロライナ州リンカーント
ン、カリフォルニア州ロサンゼルス、イリノイ州
マウントプロスペクト、イリノイ州オークブルッ
クテラス、ミネソタ州オワトナ、アリゾナ州フェ
ニックス、ミシガン州プリマス、ミシガン州セン
トジョセフ、カリフォルニア州サニーベール、ミ
シガン州ウォーレン、アーカンソー州ウェストメ
ンフィス
 
ベトナム 従業員数：4,529人 
自動車機器の開発・製造・販売、ソフトウェア
開発拠点：ホーチミン、ロンタイン
 
（2020年12月31日現在）
このリストには、従業員が100人以上の国および拠点、
非連結対象子会社の拠点を記載しています。
 
この他、アルジェリア、ボツワナ、コロンビア、エジプ
ト、ガーナ、イラン、イスラエル、ケニア、ラオス、レバノ
ン、モザンビーク、ミャンマー、ナミビア、ニュージーラン
ド、ナイジェリア、パキスタン、パナマ、カタール、サウジ
アラビア、スリランカ、チュニジア、アラブ首長国連邦、
ウルグアイ、ウズベキスタン、ベネズエラ、ザンビアでも
事業を行っています。
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欧州以外の地域におけるボッシュ・グループ



1902

1861

1905

1897

1898

1886

会社の沿革
創業から現在まで

ロバート・ボッシュが9月23日にドイツの
ウルム市郊外のアルベック村で誕生

会社を設立：11月15日に「精密機械と
電気技術作業場」をシュトゥットガルト
に開設

マグネトー式低圧点火装置を初めて
自動車に装備

ドイツ国外における最初の
ボッシュ製品販売代理店を
英国に開設

ボッシュのスパークプラグを装備
した最初のマグネトー式高圧点火
装置を供給

ドイツ国外における最初の生産
拠点をパリに開設
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1921

1932

1933

1932

1912

1913

1918

1927

1928

米国初のボッシュ製造工場
がマサチューセッツ州スプリ
ングフィールドで操業開始

シュトゥットガルトの基幹工場にトレ
ーニング専用の作業場を併設した技
能者養成部門を設立
 
ボッシュ製自動車ライトシステムを
市場に投入

ゴットロープ・ホーノルトが新しい
ボッシュ商標「円に囲まれたアー
マチュア（アンカー）」をデザイン

ハンブルグに最初のボッシュ 
サービス修理工場を設立

最初の電動ドリルとボッシュ 
ハンマーの生産を開始

ボッシュ製冷蔵庫を
市場に投入

ガス器具メーカーのユンカース社
（デッサウ／ドイツ）を買収
 
欧州初の量産カーラジオを市場に投入

ディーゼルエンジン用燃料噴射
ポンプとノズルの量産を開始

最初のボッシュ電動工具、Forfex
バリカンを市場に投入
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1967

1940

1942

1951

1964

1963

1967

ロバート・ボッシュ病院を開設

ロバート・ボッシュ死去
（3月12日）

自動車エンジン用ガソリン燃料
噴射システムの量産を開始

ボッシュの財産を管理する非営利組織（1969
年からロバート・ボッシュ財団）がロバート・ボ
ッシュGmbHの大半の株式を取得

Erich Wetzel Verpackungsmaschinen 
GmbHの買収を足がかりに包装機事業を
開始

電子制御式ガソリン燃料噴射システム
（Dジェトロニック）の量産を開始

合弁会社Bosch-Siemens Hausgeräte GmbH
を設立（1998年にBSH Bosch und Siemens 
Hausgeräte GmbHに社名変更、さらに2015年
にBSH Hausgeräte GmbHに改称）
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1978

1976

1997

1999

1995

1991

1979

1986

1989

三元触媒コンバーター用ラムダセンサーの
量産を開始

MEMSセンサー（マイクロ エレクトロメ
カニカル システム）の量産を開始
 
世界初の横滑り防止装置ESC（エレク
トロニック スタビリティ コントロール）
の量産を開始

コントローラーエリアネット
ワーク（CAN）対応のモトロ
ニックの量産を開始

電子制御式アンチロック ブレーキ システム
（ABS）の量産を開始

コモンレール式高圧ディーゼル
燃料噴射システムの量産を開始

ZF Friedrichshafen AGと合弁会社ZF 
Lenksysteme GmbHを設立（2015年に 
Robert Bosch Automotive Steering 
GmbHに社名変更）

デジタル式エンジン制御システム
（モトロニック）の量産を開始

トラクション コントロール システム
（TCS）の量産を開始

初の自律型カーナビゲーションシステム
となるトラベルパイロット（IDS）を欧州
市場に投入
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2015

2000

2001

2003

2005

2003

DIモトロニック ガソリンエンジン用
直噴システムの量産を開始

Mannesmann Rexroth AGを買収
してオートメーション テクノロジー事
業部と事業統合し、Bosch Rexroth 
AG（ボッシュ・レックスロス）を設立

Buderus AG（ヴェッツラー／
ドイツ）を買収

ドライバー アシスタンス 
システム「ナイトビジョン」
の量産を開始

2013
モーターサイクル用スタビリティコントロール
（MSC）の量産を開始

2010
乗用車用パラレル フルハイブリッド 
パワートレインの量産を開始

衝突予知緊急ブレーキシステムの量産を開始

2011
eBike用ドライブコンポーネントの量産を開始
（モンドビル／フランス）

2008
Innovations Software Technology 
GmbH（インメンシュタット／ドイツ）を買収
（2020月1日より Bosch.IO GmbH）

2012
中国メーカーPolarisと合弁会社を設立し、
中国のeスクーター市場に参入

ボッシュの研究開発センターが
オープン（レニンゲン／ドイツ）

リチウムイオンバッテリー充電
式コードレスドリル／ドライバー
「IXO」の量産を開始
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2016

2017

2017

2020

2020
2018

2019

ボッシュがインターネットベースの
サービス向けのクラウドを発表

AIセンター（BCAI：Bosch Center for 
Artifi cial Intelligence ）が年初に活動
を開始。新センターの目的はAI分野の専門
知識の強化

ボッシュ・グループは、世界400超の
拠点において、2020年2月からカーボ
ンニュートラルを実現

新しいボッシュのディーゼル技術
が、2020年から施行予定の窒素
酸化物排出量の制限を下回る

ボッシュとダイムラーがメルセデス・ベンツ
博物館の駐車場に導入した、人間による監
視不要のドライバーレス完全自動駐車機能
が世界で初めて当局の承認を獲得

ボッシュがeAxleを発表。この電気自動車向
け新型ドライブユニットは、モーター、パワー
エレクトロニクス、トランスミッションで構成

ボッシュは6週間でコロナウイルスの
PCR迅速検査を立ち上げ
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取 締 役 会
01  Prof. Stefan Asenkerschbaumer 
  副会長

02  Dr. Volkmar Denner 
  会長

03  Filiz Albrecht 
04  Dr. Christian Fischer 
05  Uwe Raschke

06  Dr. Michael Bolle  
07  Dr. Stefan Hartung
08  Dr. Markus Heyn
09  Harald Kroeger
10  Rolf Najork
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Prof. Elgar Fleisch
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Prof. Michael Kaschke
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Martina Koederitz
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ボッシュは、1911年（明治44年）に日本で事業を開始し、2021年で110周年を
迎えました。それ以来、ボッシュ・グループは4つの事業領域（モビリティソリュ
ーションズ、産業機器テクノロジー、エネルギー・ビルディングテクノロジー、消
費財）において、強固な基盤を築き上げ、日本のお客さまのニーズに応じたサービ
スや製品を提供してきました。これらの事業領域でボッシュ・グループのコーポレ
ートスローガンである「Invented for life」を体現する革新的なソリューションを
提供し、ボッシュ・グループは日本社会の生活の質の向上に取り組んでいます。

Bosch in Japan
● 日 本 進 出 1911年

● 従 業 員 数 6,500人

● 第三者売上高 2,690億円

● 投　資　額 42.6億円

● グループ会社数 14社

2020年12月31日現在
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日本本ののボボッッッシシュ・・ググルルーーププののの主要要要拠拠点

本社

営業拠点

事務所

研究開発拠点 製造拠点

モビリティソリューションズ
エネルギー・ビルディングテクノロジー

産業機器テクノロジー
消費材

 東     京

 女  満  別

 那須塩原

 栃     木

 土     浦

 東  松  山

 寄     居

 むさし

 横     浜

 小田原

 苅     田

女満別

土浦

東京
横浜

小田原

むさし
寄居

東松山

苅田

栃木／那須塩原
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会社名 事業所名
ボッシュ株式会社 本社（東京）

女満別テクニカルセンター
栃木工場
塩原試験場（テストコース）
宇都宮事務所
東松山工場
寄居工場
むさし工場
千代田事務所
横浜事務所 
横浜第二事務所
横浜第三事務所
横浜第四事務所
浜松事務所 
豊田事務所 
三河安城事務所
大阪事務所
広島事務所
苅田事業所

ボッシュ・レックスロス株式会社 本社（東京）
土浦工場/土浦工場サービス部
ヘグランド営業部/横浜サービスセンター
名古屋営業所/名古屋FAサービスセンター
大阪営業所
九州営業所

日本インジェクタ株式会社 本社（小田原）
イータス株式会社 本社（横浜）

宇都宮オフィス
名古屋オフィス

ボッシュセキュリティシステムズ株式会社 本社（東京）
馬込リペアセンター

ITKエンジニアリングジャパン株式会社 本社（東京）
株式会社Advanced Driver Information Technology 本社（愛知）
ボッシュエンジニアリングソリューションズ株式会社 本社（東京）

ボッシュ株式会社　連結子会社
　株式会社フジアイタック 
　群馬精機株式会社

　株式会社エフエイニイガタ 
　関東精圧工業株式会社 
　ボッシュエンジニアリング株式会社 
　ボッシュサービスソリューションズ株式会社 

ボッシュ株式会社　子会社（海外）
　ボッシュオートモーティブタイランド

日本本ののボボッッッシシュ・・ググルルーーププ会会会社
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日本のボッシュグループ
事業分野
ボッシュは日本においても、モビリティ ソリューションズ、産業機器
テクノロジー、エネルギー・ビルディングテクノロジー、消費財の4つの
ビジネスセクターで活発に事業を展開しています。

モビリティ ソリューションズ

消費財

産業機器テクノロジー

エネルギー・ビルディングテクノロジー
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日本でもモビリティ ソリューションズは、4つの事業セクターの中で最大の売り上げ
を占めています。「PACE：Personalized（パーソナライズ化）、Automated（自動
化）、Connected（ネットワーク化）、Electrified（電動化）」を軸に、安全、サス
テイナブルかつ魅力的な新時代のモビリティの実現に向けた革新的で幅広いソリ
ューションやサービスを提供しています。

モビリティ 
ソリューションズ
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モビリティのパーソナライズ化
- 個々のニーズに合わせたサービス

モビリティの自動化
- 交通事故のないモビリティの実現に向けたソリューション

ボッシュは革新技術を通して、都市、
環境にかかる負荷を軽減しながら、
個々のニーズに応じたサービスを提供
しています。バッテリーの性能向上や
寿命延長をもたらし、自動車の航続距
離の延長をも可能にするバッテリー管
理のクラウドサービス「バッテリー・イ
ン・ザ・クラウド」もそのひとつです。
日本でも現在、カーメーカーやモビリ
ティサービスプロバイダーに、サービ
ス導入の提案を始めています。

ボッシュは、交通事故のないモビリ
ティの実現を目指し、ドライバーアシス
タンスシステムや自動運転・駐車技術
などの自動化技術を開発しています。
日本では2019年から、自動運転用高
精度3Dマップに統合可能なマップ用
データ作成のため、関東近郊の高速道
路でのデータの取得に取り組んでいま
す。また日本政府が推進する自動運転
の開発プログラム「戦略的イノベーショ
ン創造プログラム・自動走行システム
（SIP-adus）」に加わり、実証実験に参加することで日本における自動運転の実用化に貢献し、
さらにそこで得た結果を自社の自動運転開発にも活かしています。



51

モビリティのネットワーク化
- モビリティのシームレスなネットワーク化に貢献するソリューション

モビリティの電動化
- 環境に優しいモビリティに向けたソリューション

ハードウェア、センサー、ソフト
ウェア、サービス、AIなどIoT領
域において、経験と専門的知識
を持ったボッシュが提供する技
術により、道路利用者の生活が
快適になるとともに、安全性、
利便性、運転時に感じるワクワ
ク感が高まります。スマートフォ
ンと車両が通信し、鍵なしでド
アの開閉とエンジンの始動を可
能にするパーフェクトリーキーレ
スも代表的な技術です。スマートフォンで鍵の受け渡しができるという利便性を持ちながら、
従来のキーレスエントリーシステムでは達成できなかった安全性も担保します。

ボッシュは、地球温暖化や大気環境
に大きな影響をおよぼさないモビリ
ティソリューションの開発にも注力し
ています。eモビリティ領域において
は、自転車から商用車まで、48 Vマイ
ルドハイブリッドから完全電動パワー
トレイン、さらには燃料電池システム
まで広範囲に対応しています。なお費
用対効果に優れたボッシュの48Vマ
イルドハイブリッド向け製品が日本の
カーメーカーにも採用されています。
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モーターサイクル＆パワースポーツ

産業機器テクノロジー

小型二輪車から高性能な二輪車、パ
ワースポーツ全般まで広くカバーし、
アシスタンスシステム、パワートレイ
ンシステムと電動化、ネットワーク化
システムの各分野にわたる包括的な
ソリューションを提供しています。

ボッシュグループ内の産業機器テク
ノロジーを担うボッシュ・レックスロ
ス㈱は、油圧機器、FAモジュールコ
ンポーネント、電動サーボドライブと
コントローラー製品の販売、及びそ
れらのサービスを、日本の産業分野
に幅広く展開しています。
販売する製品・ソリューションは、高
効率の電動機器・コントローラーと、
ハイパワーの油圧の特性を活かし、
産業界の多彩なニーズに的確に対応
すると共に、建設機械の省エネルギーや排気ガスのクリーン化、産業機械の安全性に配慮
した製品の展開も進めています。
またIoT対応の製品展開を行うことにより、従来からの製品群と併せて建設機械、一般産業
機械、ファクトリーオートメーションなど幅広い分野で積極的に貢献、数多くの採用実績を
上げています。



53

ボッシュは電動工具の技術革新をリードしてきた
世界的なパイオニアです。1928年に世界で初め
てモーター内蔵式手持ち型電動工具を発売しまし
た。以来、世界初の破つりハンマー、ハンマード
リル、ジグソー、近年では世界で初めてリチウム
イオン電池を搭載したバッテリー工具を開発しま
した。さらに、最新のテクノロジーを搭載したメ
ジャーリングツールは、レーザー距離計等の新た
な市場を創造しています。日本においてもボッシ
ュはその歴史に恥じない高品質・高性能かつ優れ
たデザイン性をもったトップブランドとして圧倒
的な評価を確立しています。そして、プロフェッショナル用途からDIY用途まで、幅広いユ
ーザーニーズに合った製品開発をモットーに、安全で品質の高い製品をお届けしています。

消費財

エネルギー・
ビルディングテクノロジー

1981年に設立されたボッシュセキュリ
ティシステムズ株式会社は、音響・通信
とセキュリティに関わるボッシュならび
にグループ全ブランドの製品、サービス
を提供しています。ポートフォリオは多
岐にわたり、スタジアムや劇場向けのサ
ウンドシステム、通信社や消防・警察に
求められる信頼性の高い音声連絡設
備、国際サミットなど多言語で行われる
会議システム、ネットワークカメラなど
のセキュリティシステムが含まれます。こ
うした製品、サービスを通じ、お客さま
のニーズにマッチしたシステムソリュー
ションをワンストップで提供します。
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雇用主としての
ボッシュの魅力

「経営（議決権）」と「株主（利益配当）」を分離した世界でも珍しい独自の経営体制

安定経営と長期的な視野に立った研究開発に取り組めるほか、再投資以外の利益はロバート・ボッシュ財
団を通じて、すべて社会に還元されています。また独自性は、製品開発の領域でも保たれており、特定のメ
ーカーグループに属さないため、革新的なアイデアを実現しやすい環境が整っています。

ボッシュの企業文化

コミュニケーションを促進させる
ワーキングスペース

変化が激しい時代に対応すべく働く環境か
ら意識を変えるワークスタイルの変革を行
っています。
一人ひとりの従業員がリーダーシップをも
ち、新たな社内のコラボーレーションを生
み出すオフィス設計が評価され、渋谷本社
が第32回日経ニューオフィス賞を受賞し
ました。

ダイバーシティに富んだグローバルな環境

世界150ヵ国でグローバルに事業展開するボッシュにお
いて、ダイバーシティ（多様性）は重要な経営戦略のひ
とつです。ダイバーシティの推進は、企業の社会的責任
であると同時に、多様な顧客・マーケットニーズに対応
し、イノベーションを生み出すために不可欠です。ボッ
シュでは長年ダイバーシティの推進活動に取り組んでお
り、人種、性別、年齢、国籍、出身地、宗教、信条、障が
い、性的指向、性自認などに関わらず、従業員同士がオ
ープンで対等なコミュニケーションができる企業文化が
根付いています。

採用／インターシップHP：
https://corporate.bosch.co.jp/careers/
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ワークライフバランスへの
取り組み
創業者の理念

「私は1906年というきわめて早い時期に、8時間労働制を施行しました。

私はその導入が会社にとって最も経済効果の高い施策であり、

労働者の生産効率を保持するのに最適な方法であると確信していたからです。」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ロバート・ボッシュ、1941年）

日本のボッシュは、各従業員のニーズに応じた柔軟な働き方の実現を促進しています。

多様な勤務形態
フレックス勤務、在宅勤務、
時短勤務など

育児、介護、傷病休業など
両立支援制度
多くの制度において法定要件を
上回る設計

ワークライフバランス
有給取得率　100％前後を継続
週一回のNo残業Day
離職率　1％台

認定・受賞
・くるみん
　2010年, 2015年　認定
・ランスタッドアワード2016　
　勤務先として魅力ある企業
　海外企業部門第1位
・健康経営優良法人ホワイト500
　（2017年、2018年、2019年）認定
・「インターンシップアワード」優秀賞
　（2018年、2019年、2020年）
・「日本の人事部HRアワード2020」
　企業人事部門入賞
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社会貢献活動
各事業所においては、地域との共存共栄をめざし、交通安全や清掃運動などの地域貢献活動のほか、
工場見学会やお祭り等の地域行事への参加・協賛などの交流活動を積極的に行っています。

地域貢献活動

森林保全活動

ボッシュ株式会社は、2007年11月4日に埼玉県およ
び東松山市と「埼玉県森林（もり）づくり協定」を結
び、東松山市内の「市民の森」を活動の場所とする森
林保全活動を実施しています。ボッシュは、この市民
の森の一部について保全業務委託契約を結んで保全
費用を負担するとともに、森林を学び親しむための 体
験学習「名称：ボッシュ森林ふれあいクラブ（略称：ボ
ッシュりん）」を定期的に開催しています。

ボッシュと渋谷区は、協働して地域社会
の諸課題を解決する事を目的とした「シ
ブヤ・ソーシャル・アクションパートナー
協定（S-SAP協定）」を2017年5月に外
資系企業では初めて締結し、区内の落
書き消しやシール剥がしといった美化
活動の為、電動工具を区に寄贈し、社員
もその活動に参加しています。

CSR活動 ボッシュは、創業者ロバート・ボッシュの「社会奉仕」の精神に基づき、
社会との調和を図り、様々な分野で社会貢献活動を実施しています。

日本の若手研究者をサポート： 
『ドイツ・イノベーション・アワード』

日本の若手研究者の支援と日独間の産学連携を進める
ことを目的とした「ドイツ・イノベーション・アワード ゴッ
トフリード・ワグネル賞」。ボッシュは創設された2008
年よりこの賞を継続的に協力・後援をしています。

TABLE FOR TWO
日本のボッシュ・グループでは、社員食堂
でヘルシーなメニューを提供し、その売り
上げの一部を開発途上国の学校給食とし
て寄付する「TABLE FOR TWO」を2010
年より実施しています。これは、開発途上
国の飢餓と先進国の肥満や生活習慣病の解消に同時
に取り組む活動で、食堂で栄養バランスのとれた低カ
ロリーなメニューを選ぶと、食事代金の一部が寄付さ
れるプログラムです。
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www.bosch-cafe.jp 

café 1886 at Bosch

ボッシュは2015年9月に、世界のボッシュ・グループで初となる一
般のお客様向けのブランドコミュニケーション拠点「café 1886 at 
Bosch（カフェ・イチハチハチロク・アット・ボッシュ）」を東京・渋谷
にある日本本社1階にオープンさせました。各業界で活躍中のクリエ
ーターとのコラボレーションを通じて生まれた心地よい空間には、カ
フェとショールームが併設されています。ボッシュの歴史や最新技術
に関する展示をご覧いただけるだけでなく、このカフェでしか味わう
ことのできないメニューもお楽しみいただけます。
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日本ののボボボッシシュ・ググルルーープのの歴歴史

1939 

ディーゼルエンジン用燃料噴射ポンプの
国産化を目的に、ボッシュライセンスのも
と、エンジンメーカーの出資によりヂーゼ
ル機器（株）が誕生

1990 

ヂーゼル機器（株）が社名を
（株）ゼクセルに変更

1992 

横浜に研究開発拠点である
テクニカルセンターを設立

1997 

ボッシュが（株）ゼクセルへの出資率を引き上げ
（13.9%→30.1%）、筆頭株主となる

ボッシュが日本へ進出。
代理店を通じて、製品の販売および
修理を開始

1999111

ボッシュ100%出資の日本法人として、
ロバート・ボッシュ・ジャパン（株）設立

19999772222

2001 

ドイツ・ボッシュのMannesmann Rexroth AG
買収により、日本ではレックスロスオートメーショ
ン（株）と内田油圧機器工業（株）がグループに加入

2000 

ボッシュ（株）の自動車関連直納（OEM）事業を（株）
ゼクセルへ移管統合、（株）ゼクセルは（株）ボッシュ 
オートモーティブ システムへ社名変更

2002 

（株）ボッシュ オートモーティブ システム、
ボッシュ ブレーキ システム（株）、ボッシュ 
エレクトロニクス（株）の3社が合併

2005 

ボッシュ株式会社（Bosch K.K.）と（株）ボッシュ 
オートモーティブ システムが合併し、新会社の社
名を「ボッシュ株式会社」へ変更
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ボッシュ（株）横浜開発センター拡張
工事竣工、および女満別テストコース
の拡張工事終了

220000110000

2008 

ボッシュ（株）がボッシュ・グループの
100%出資子会社となる

2011 

日本のボッシュ・グループが日本で始動して
から創業100周年

ボッシュ・グループ創業125周年

創業者ロバート・ボッシュ生誕150年

2015 

二輪車向け事業を独立させた事業部門「モータ
ーサイクル＆パワースポーツ」を新設、本部を
横浜に設置

ショールームを併設した「café 1886 at Bosch」
を渋谷本社にオープン

日本で自動運転の公道試験を開始

2016 

ボッシュサービスソリューションズ株式会社を設立

ボッシュeCall（緊急通報）サービスを提供開始

二輪車向け安全運転支援システムの
公道試験を開始

200001199

2020 

ボッシュ株式会社内にコネクテッドモビリティソリュー
ションズ事業部を設立

ネットワーク化にまつわるソリューションを統合し、包
括的なサービスを提供

2021
ボッシュ株式会社内にクロスドメインコンピューティ
ングソリューション事業部を設立

車両アーキテクチャ向けソフトウェア集約型システム
をワンストップで提供
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単位：100万ユーロ 2016 2017 2018 2019 2020
単位：
百万ユーロ 単位：億円

売上高 73,129 78,066 78,465 77,721 71,494     87,112

ドイツ国外の売上高比率（％） 80 80 79 80 79

研究開発費 1 6,911 7,264 5,963 6,079 5,890 　 7,177

対売上高比（％） 9.5 9.3 7.6 7.8 8.2

資本支出（有形固定資産） 4,252 4,345 4,946 4,989 3,312 　 4,036

うちドイツ国内 1,580 1,546 1,757 1,718 1,469 　 1,790

ドイツ国外 2,672 2,799 3,189 3,271 1,843 　 2,246

対売上高比（％） 5.8 5.6 6.3 6.4 4.6

対減価償却費比率（％） 141 140 159 146 101

年間の平均従業員数（単位：1,000人） 384 403 407 408 395

うちドイツ国内 133 137 138 136 133

ドイツ国外 251 266 269 272 262

2020年 12月 31日現在 389 402 410 398 395

総資産 81,875 81,870 83,654 87,861 91,369     111,329

自己資本 36,084 37,552 39,176 41,079 40,166 　48,941

自己資本比率（％） 44 46 47 47 44

EBIT 3,335 4,916 5,502 2,903 1,657 　 2,019

税引後利益 2,374 3,274 3,574 2,060 749 　 913

繰越利益剰余金 138 241 242 119 67 　 82

ボッシュ年間平均レート（ユーロ） 121.8458円

1. 2017年まで、顧客が直接負担する開発作業を含む

ボッシュ・グループの
5年間の主要データ
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Robert Bosch GmbH

Postfach 10 60 50
70049 Stuttgart

Germany
www.bosch.com
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