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2017年ボッシュ年間平均レート：126,71118円＝1ユーロ
2016年ボッシュ年間平均レート：120,19665円＝1ユーロ
（百万円未満切捨て）

2017 2016

総売上高 78,066
（9,891,835百万円）

73,129
（8,789,861百万円）

前年比（％）  6.8   3.6  

ドイツ国外の対売上高比（％）  80   80  

研究開発費 7,264
（920,430百万円）

6,911
（830,679百万円） 

対売上高比（％）  9.3  9.5  

資本支出（有形固定資産） 4,345
（550,560百万円）

4,252
（511,076百万円） 

減価償却に占める割合（％）  140  141  

従業員数（人）

年平均 402,619 383,917  

2017年12月31日現在 402,166 389,281  

総資産 81,870 81,875  

自己資本 37,552
（4,758,258百万円）

36,084
（4,337,175百万円）

自己資本比率（％）  46  44  

EBIT
（支払い金利前税前利益）

4,916
（622,912百万円）

3,594
（431,986百万円）

対売上高比（％）  6.3  4.9  

税引後利益 3,274 
（414,852百万円）

2,374  
（285,346百万円）

繰越利益剰余金 
（ロバート・ボッシュGmbHの配当引当金）

 241
（30,537百万円）

 138  
（16,587百万円）

ボッシュ・グループの主要データ
単位：100万ユーロ
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全世界に展開する開発拠点数

125カ所

研究開発費

約73億ユーロ

ボッシュに
関するデータ

約781億ユーロ
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ボッシュに
関するデータ

2017年度の売上高
約781億ユーロ

全世界の従業員数

約402,000人

2
01

7年
度
の

税
引
前
利
益

49 億ユ
ー
ロ

約440社の子会社と  
世界約60カ国で事業を展開する現地法人
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ボッシュ・グループ概要

議決権

ロバート・ボッシュ
工業信託合資会社

93%

ボッシュ家
7%

ロバート・ボッシュGmbH
1%

ボッシュ家
7%

ロバート・ボッシュ財団
92%

ロバート・ボッシュGmbHの株主

出資比率

ボッシュ・グループは、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40万2,000人（2017年12月31日現
在）を数え、2017年度の売上高は781億ユーロを計上
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カンパニ
ーとして、スマートホーム、スマートシティ、コネクテッ
ドモビリティ、さらにコネクテッドマニュファクチャリ
ングに関する革新的なソリューションを提供していま
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。コネクテッドライフにつながる革新技術を
提供することを、ボッシュ・グループは戦略目標に掲
げています。私たち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を向上さ
せることを目指しています。この方針に基づき、ボッシ
ュは「Invented for life」をスローガンに掲げ、人と社
会に役立つ革新的なテクノロジーを提供し続けていま
す。ボッシュ・グループは、ロバート・ボッシュGmbHと
その子会社約440社、世界約60カ国で事業を展開する
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。ボッシュの未来の成長のための基盤は技術革新力
であり、世界約125の拠点で約6万4,500人の従業員
が研究開発に携わっています。
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の株式の大半は、非営利組織である公
益法人「ロバート・ボッシュ財団」（持株比率92％、
議決権なし）が保有しています。議決権の大部分は株
主の事業機能実行機関である共同経営者会「ロバー
ト・ボッシュ工業信託合資会社」が保有し、残りの株
式と議決権は創業家であるボッシュ家とロバート・ボ
ッシュGmbHが保有しています。

詳細については以下のHPをご覧ください。
www.bosch.com、
www.iot.bosch.com、
www.bosch-presse.de、
www.twitter.com/BoschPresse
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消費財 
電動工具6

BSH Hausgeräte GmbH

ボッシュ・グループの事業セクター

モビリティ 
ソリューションズ 
パワートレイン ソリューションズ1

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
スターターモーター＆ジェネレーター2

カーマルチメディア
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3

その他の事業：
Bosch Engineering GmbH
商用車＆オフロードアプリケーション
eBike Systems
ETAS GmbH
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 

ドライブ＆コントロール テクノロジー4

パッケージング テクノロジー5

その他の事業：
ボッシュ コネクテッドインダストリー

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7

サーモテクノロジー
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

¹ ガソリン システム事業部とディーゼル システム事業部を統合し、
2018年1月1日に発足

² 2017年12月31日に売却
³ 2018年1月1日から新事業部として発足

⁴ Bosch Rexroth AG（ボッシュ持株比率100％）
⁵ Robert Bosch Packaging Technology GmbH
⁶ Robert Bosch Power Tools GmbH
⁷ 2018年2月28日までセキュリティ システム事業部

事業セクターに含まれない他の事業：
Bosch Healthcare Solutions GmbH
Bosch Software Innovations GmbH
Robert Bosch Start-up GmbH
Robert Bosch Venture Capital GmbH

5
ボッシュ・グループ概要
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私たちは自動化されたモビリティ
を推し進めています。この中核とな
る技術には、AI（人工知能）や
モバイルデータ通信も含まれます。

私たちの目標は、モビリティの電動化、自動化
とネットワーク化、そしてコネクテッドモビリテ
ィサービスという有望な分野でリーディング
サプライヤーの一つになることです。

戦略と革新力

MEMSセンサーのリーディングサプライ
ヤーとして、私たちはセンサー技術に関す
る高度な専門知識を持っています。そして、
カギとなるIoTエコシステムを形作るため
に主要な役割を担うことを目指します。

ボッシュが目指すのは、
電動パワートレインに関して
自動車メーカーにとって頼
りになるパートナーになる
ことです。

数多くの知見を得られるため、私たちは
さまざまな市場や業界で事業を展開する
ことに強みを感じています。

Bosch today 2018
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モビリティに関わるあらゆるユーザーと車両を関
連サービスとともにインターネットにつなげるこ
とが、将来のモビリティ戦略の主要な要素です。

私たちは独自のソフトウェアプラットフォ
ーム「Bosch IoT Suite」を運用してい
ます。その狙いは、私たちのあらゆるウェ
ブ接続対応機器をこのプラットフォームで
登録できるようにすることにあります。

私たちは、モビリティや
IoT（モノのインターネット
化）の分野でリーディング
サプライヤーとなることを
目指します。

Bosch IoT Suiteは、さまざま
なアプリ開発者の関心を引き付け
るようなオープンプラットフォー
ムとして設計されています。私たちは、AI（人工知能）と機械学習のコンピ

テンスセンターとなるAIセンター（BCAI：-
Bosch Center for Artificial Intelligen-
ce）を開設しました。

今後数年のうちにボッシュの全製品
をウェブ接続に対応したものにしよ
うとしています。

私たちは、インテリジェント
なウェブ接続対応機器、ソ
フトウェアプラットフォーム
（Bosch IoT Suite）、ア
プリケーション＆サービス
というネットワーク化の3つ
のレベルすべてで事業を展
開しています。

Bosch IoT Cloudは、モビリティ、コネ
クテッドインダストリー、コネクテッドビ
ルディング向けのプラットフォームやソ
フトウェア、さらに技術的インフラを提
供します。

ボッシュの戦略の詳細については、2017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。

7
戦略と革新力
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電動化

5
2017年の年次報告書に合わせて発行されるオ
ンラインマガジンは、ボッシュの行動指針「We 
are Bosch」にも掲げられている、ボッシュが変
革を積極的に形作ろうとしている5つの分野（
自動化、ネットワーク化、電動化、エネルギー効
率、新興成長市場）に焦点を当て、ボッシュがど
のように変革を推し進めようとしているかをご
紹介しています。

つの分野でボッシュは変革を推進

自動化

Bosch today 2018
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新興成長市場

エネルギー効率

ネットワーク化

ボッシュの戦略をまとめたストーリーはオンライン
（annual-report.bosch.com）でご覧いただけます。

9
変革

00R 9 初校 デザイン



モビリティ 
ソリューションズ

モビリティ ソリューションズ セクターは、世界最
大規模の自動車機器サプライヤーのひとつであ
るボッシュ・グループの総売上高の約61％を占
めています。その主な活動分野は、内燃機関用
燃料噴射システム、パワートレイン用周辺機器、
電動パワートレイン関係の各種ソリューション、
ステアリングシステム、セーフティシステムとドラ
イバー アシスタンス システム、ユーザーフレンド
リーなインフォテインメント技術、C2C／C2X（
車車間／車路間）通信、リペアショップコンセプ
ト、オートモーティブ アフターマーケット用の技
術とサービスなどです。同セクターは、自動化、
電動化、ネットワーク化というモビリティ関連の
3つの専門分野におけるグループの能力を統括
し、車両が自転車、列車、バスなどの他の交通
手段と連携できる総合的なモビリティソリュー
ションを顧客に提供しています。2018年初めに

は、ガソリン システム事業部とディーゼル シス
テム事業部、さらにeモビリティ部門を統合した
新事業部「パワートレイン ソリューションズ」が
発足しました。効率的なガソリンエンジンとディ
ーゼルエンジンは、電動化が進む中でもこれか
ら長らく重要な役割を果たし続けていくわけで
すが、今回の編成により、これらの技術を最適な
形で組み合わせて顧客に提供できるようになり
ます。また、再編された事業部「コネクテッド モ
ビリティ ソリューションズ」は、モビリティ ソリ
ューションズ セクター内のさまざまな部門で扱
われてきたコネクテッドモビリティ関連のソリュ
ーションやサービスを一手にまとめて担うこと
になりました。

WWW.BOSCH-MOBILITY-SOLUTIONS.COM

パワートレイン ソリューションズ1

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
スターターモーター＆ジェネレーター2

カーマルチメディア
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3

その他の事業：
Bosch Engineering GmbH
商用車＆オフロードアプリケーション

eBike Systems
ETAS GmbH
モーターサイクル＆パワースポーツ

1 ガソリンシステム事業部とディ      
　ーゼルシステム事業部を統合 
　し、2018年1月1日に発足
2 2017年12月31日に売却
3 2018年1月1日から新事業部 
　として発足

Bosch today 2018
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モビリティ
ソリューションズ
232,020

産業機器テクノロジー

消費財

エネルギー・
ビルディングテクノロジー

モビリティ
ソリューションズ

1本部機能および研究

その他 1

従業員数
2017年度ボッシュ・グループ（2017年12月31日現在）

事業セクター別

総計 402,166

売上高
単位：億ユーロ

2016 –2017

439 474

57%

10%

20%

8%

5%

11
事業セクター
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産業機器
テクノロジー

2017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約8％に貢献
しました。この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、ファクト
リーオートメーション、システム構築＆エンジニ
アリング、建設機械向けにカスタマイズしたド
ライブ、コントロール＆リニアモーションソリュ
ーションを提供しています。同事業部は広範な
サービスを提供しているだけでなく、規模の大
きい国際プロジェクトを展開し、コネクテッド
マニュファクチャリング（ネットワーク化された
製造）関連ソリューションのリーディングユーザ
ー兼リーディングプロバイダーとなっています。

また、パッケージング テクノロジー事業部は製
薬業界や食品業界向けの包装プロセスと包装
ソリューションを提供しており、これにはスタン
ドアローンタイプの機械、システムソリューショ
ンや各種サービスポートフォリオなども含まれ
ます。2018年初めから、新しい事業部門「ボ
ッシュ コネクテッド インダストリー」が産業機
器テクノロジー セクターの一翼としてスタート
しました。同事業部門は今後、これまでさまざ
まな部門にまたがっていたインダストリー4.0
関連のプロジェクトとソフトウェア開発を結び
つける役割を担う予定です。

WWW.BOSCHREXROTH.COM
WWW.BOSCHPACKAGING.COM

ドライブ＆コントロール テクノロジー1

パッケージング テクノロジー2

その他の事業：
ボッシュ コネクテッドインダストリー

¹ Bosch Rexroth AG
  （ボッシュ持株比率100％）
² Robert Bosch Packaging 
  Technology GmbH

埃を寄せ付けない。持続可能性。ユニーク。

初のシールドペーパーパッケージング。

Bosch today 2018
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モビリティ 
ソリューションズ

産業機器テクノロジー
39,026

消費財

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

63 68

57%

10%

20%

8%

5%

1本部機能および研究

その他 1 

従業員数
2017年度ボッシュ・グループ（2017年12月31日現在）

事業セクター別

総計 402,166

売上高
単位：億ユーロ

2016 –2017

13
事業セクター
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消費財

2017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24％に貢献しました。同セ
クターには、電動工具と関連アクセサリー、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
はハンマードリル、コードレスドライバー、ジグソ
ーといった電動工具のほかにも、芝刈り機、ヘッ
ジトリマー、高圧クリーナーなどのガーデンツー
ルを各種取り扱っています。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。同セクターには、BSH Hausgeräte 

GmbHも含まれます。同社は洗濯機、ドラム
乾燥機、冷蔵・冷凍庫、コンロ、オーブン、食洗
機、さらに掃除機、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まで、エネルギ
ー効率の優れたさまざまな最新型の家庭用電
化製品を提供しており、ウェブ接続可能な製品
も増えつつあります。

WWW.BOSCH-PT.COM
WWW.BSH-GROUP.COM

電動工具 1

BSH Hausgeräte GmbH

1 Robert Bosch Power Tools GmbH

Bosch today 2018
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その他 1 

57%
20%

8%

5%

産業機器テクノロジー

消費財
80,234 

エネルギー・
ビルディングテクノロジー

消費財

176 185

1その他の活動を含む

10%

1本部機能および研究

従業員数
2017年度ボッシュ・グループ（2017年12月31日現在）

事業セクター別

総計 402,166

売上高 1

単位：億ユーロ

2016–2017

モビリティ 
ソリューションズ

15
事業セクター
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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 1

サーモテクノロジー
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

2017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
の約7％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（旧称：セキュリテ
ィ システム事業部）の事業は大きく2つの分野
に分類されます。1つ目は、革新的なセキュリテ
ィ／通信ソリューションを扱うグローバルな製
品事業と地域統合事業、2つ目は特定の国々で
提供する、建物のセキュリティ、エネルギー効
率および自動化に対応したサービスやソリュー
ションです。そのいずれも商業用途に焦点を当
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、ソフ
トウェア管理システム、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。また、サーモ テクノロジー事業部は、
エネルギー効率の優れた暖房機器と温水ソリュ
ーションを主に欧州で提供しています。リモート
故障診断などの各種機能を通じて、ウェブ接続
可能な機器の重要性は増しつつあります。ボッ
シュ グローバルサービスソリューションズは、
事業プロセスやサービス向けのアウトソーシン
グを行っているほか、ボッシュ内でシェアードサ
ービスの機能も担っています。さらに、小会社の
Robert Bosch Smart Home GmbHは、シ
ステムやソフトウェアに関する専門知識を含め、
ボッシュのスマートホーム関連の製品とサービス
を一手に引き受けています。

WWW.BOSCH-ENERGY.COM

1 2018年2月28日までセキュリティー
　システム事業部

Bosch today 2018
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57%

10%

20%

8%

5%

産業機器テクノロジー

消費財

エネルギー・
ビルディングテクノロジー
31,690

エネルギー・
ビルディング
テクノロジー

52 54

その他 1 

1本部機能および研究

従業員数
2017年度ボッシュ・グループ（2017年12月31日現在）

事業セクター別

総計 402,166

売上高
単位：億ユーロ

2016–2017

モビリティ 
ソリューションズ

17
事業セクター

00R 17 デザイン再校



1月7日 – ラスベガス（米国）

CES® 2017 イノベーションアワード

CES® 2017でボッシュの3つのスマート製品が4
つの賞を獲得：インターネット対応の給湯器と2つ
の画期的な二輪車向けソリューション

2017年のハイライト

01

1月9日 – デトロイト（米国）

「eAxle」を世界に先駆けて公開

デトロイトで開催された北米国際オートショー
（NAIAS）でボッシュが新型電動アクスルを発表

1月27日 – バンガロール（インド）／   
パロアルト（米国）／レニンゲン（ドイツ）

AI（人工知能）でIoTの専門知識を補完

新年から新しいAIセンター（BCAI：Bosch Center 
for Artificial Intelligence）が始動

2月16日 – ミュンヘン／シュトゥットガルト（ドイツ）

ボッシュとIBMがIoTと
インダストリー4.0のために協力

顧客がIoTデバイスを自動的にアップデートできる
ようにするために2社が連携

2月7日 – シュトゥットガルト（ドイツ）

ボッシュが形作るパワートレインの変革

eモビリティ部門を含め、パワートレイン関連事業全
体を統括する新事業部「パワートレイン ソリューシ
ョンズ」を2018年1月1日に発足させることを発表

02

3月15日 – ベルリン（ドイツ）

Bosch ConnectedWorld 2017

ボッシュがIoT企業になるために変革を推進＋自動
運転車両向けのオンボードコンピューターを発表

3月28日 – パリ（フランス）

未来へ架かる橋

パリにあるボッシュ・フランスの本社が
イノベーションセンターとして再始動

03

Bosch today 2018
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04

3月28日 – ラインフェルデン（ドイツ）

分野横断的な
「パーパスチーム」を結成

ユーザー重視の姿勢を強化するために、電動工具
事業部が組織全体を再編：エンジニアリング、マー
ケティング、物流管理など、まったく異なる分野の
エキスパートたちがより小さなユニットで協働可能に

4月13日 – 常州（中国）

武進に新工場がオープン

常州の武進経済開発区で自動運転やネットワークに
対応したコンポーネントを製造するために、ボッシュ
は2019年までに約1億ユーロを投入予定

4月11日 – シュトゥットガルト=フォイヤバッハ（ドイツ）

職場の未来について対話

フォイヤバッハで欧州委員会（EC）の第20回会合
が開催され、21カ国から従業員の代表が参加。
欧州職場評議会と取締役会との間でオープンな議
論が展開される

4月4日 – シュトゥットガルト（ドイツ）

ドライバーレスな完全自動運転車の
実現に向けてボッシュとダイムラーが提携

市街地の走行が可能なドライバーレス車両のため
のシステムの開発と量産準備を整えることを目指す

5月18日 – パリ（フランス）

電動スクーターのサービスがパリで始動

ボッシュのシェアードモビリティプラットフォーム
である「Coup」がパリで活動を開始：フランスの
首都で電動スクーター600台がレンタル可能に

5月18日 – 上海（中国）

ボッシュがアリババグループと提携

中国の市場で電子商取引を促進し、事業展開を強化
するために、ボッシュは中国の電子商取引最大手の
アリババグループと戦略的提携を締結

05

06
6月19日 – シュトゥットガルト／ドレスデン（ドイツ）

ドレスデンにウエハ製造工場を建設

ボッシュが総額約10億ユーロを投じた新しいウエ
ハ製造工場：創業以来130年を超えるボッシュの歴
史において、単一案件としては最大の投資プロジェ
クト。設備の搬入・据え付け、試運転などを経て、生
産が始まるのは2021年末となる見込み

6月22日 – シュトゥットガルト／ロイトリンゲン（ドイツ）

ボッシュが電動アシスト自転車用ABSを発表

二輪車用安全技術のリーディングサプライヤーで
あるボッシュが、量産準備を整えた電動アシスト
自転車用ABS（アンチロック ブレーキ システム）
の第1号を発表

2017年のハイライト
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07

09

08

7月12日 – シュトゥットガルト=フォイヤバッハ（ドイツ）

スタンディングオベーション

長年にわたりボッシュ従業員の代表を務めたアルフ
レド・レックレが職場評議会議長を退くに際して開
かれた討論会で、出席者たちはボッシュのために尽
力した彼の功績に感謝

8月1日 – 南京（中国）／シュトゥットガルト（ドイツ）

南京で起工式を開催

ボッシュがアジア太平洋地域で初となるブレー
キブースター「iBooster」の工場建設を計画：工
場の敷地面積は約2万㎡におよび、現地生産は
2019年から開始予定

9月3日 – ベルリン／
ミュンヘン（ドイツ）

50周年を迎えたBSH

創業50周年のBSH Hausgeräte GmbH：その
製品とサービスを通じて技術的および社会的な
発展に寄与

9月14日 – フランクフルト（ドイツ）

IAAでメルケル独首相が
ボッシュのブースを訪問

ロバート・ボッシュGmbH取締役会会長のフォル
クマル・デナーが、モーター、パワーエレクトロニ
クスとトランスミッションを1つのコンパクトなユ
ニットに統合した電気自動車向けの新型電動アク
スル「eAxle」を紹介

 

9月19日 – サンタクララ（米国）／
シュトゥットガルト（ドイツ）

ブロックチェーン技術の利用を
促進する団体を設立

約20社におよぶ大手企業とスタートアップ企
業が IoT（モノのインターネット化）における
透明性、安全性と効率性を向上させるために
「Trusted IoT Alliance」を設立

Bosch today 2018
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12

11

10
10月18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ITセンターをオープン

ボッシュのIT部門の従業員7,500人中、約2,000
人が働く最新設備を備えたセンターが、ボッシュ
がIoT企業へと変貌できるよう後押し

10月25日 – ミュンヘン／シュトゥットガルト（ドイツ）

ボッシュの物流管理業務が受賞

ドイツ連邦流通協会が主催するドイツ ロジスティ
クスアワード2017で、グローバルな物流管理の
業務編成でボッシュが採用した包括的なアプロー
チが賞を受賞

12月4日 – ラヨーン（タイ）

タイに初のスマート
ファクトリーを開設

タイの自動車市場の活況を受け、ボッシュが燃料噴
射テクノロジーの新工場を開設：建設期間は18カ月

11月13日 – ハノーバー／シュトゥットガルト（ドイツ）

ボッシュが農業技術市場に進出

2017年度の農業技術展「アグリテクニカ（Ag-
ritechnica）」において、ボッシュが未来の農業
を形作る、自動車機器関連の技術を農業分野に
活かしたアイディアとソリューションを発表：収穫
量アップのカギとなるのはネットワーク化

11月21日 – シュトゥットガルト（ドイツ）

Brake disc 2.0

ブレーキ粉じんの発生量を最大90％抑える「iDisc」
を量産開始

10月10日 – シュトゥットガルト（ドイツ） 

ボッシュの新しいハイブリッド車用バッテリー

大手メーカーはもちろん、スタートアップ企業も組
み込みやすいよう標準化された新しいハイブリッ
ド車用48Vバッテリーを発表 

21
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売上高と税引前利益（EBIT）の推移 
ボッシュ・グループ（2013～2017年）

売上高
単位：100万ユーロ

48,95146,068

13 14

70,607

15

73,129

16

78,066

17

2017年度の事業報告

景気回復基調を受け、ボッシュ・グループは
2017年に約781億ユーロの売上高を達成し、
名目ベースで前年比6.8％増、為替調整後では
8.4％の増加となりましした。為替変動によるマ
イナスの影響を受けたものの、この数字は2017
年に設定した3～5％の売上高成長目標を大き
く上回っています。
 
 

また、革新技術と新しい事業分野のために求
められる重要な先行投資と既存分野の見直し
によるコストが発生しましたが、税引前利益も
同様に力強い伸びを示しました。今回の業績改
善により、前年は36億ユーロだった税引前利益
も、49億ユーロに増加しました。

Bosch today 2018
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EBIT
単位：100万ユーロ

3,0302,751

13 14

4,587

15

3,594

161

4,916

17

1 調整後の数値

業績の著しい改善にはすべての事業セクターが
貢献しました。特に成長が著しかったのはモビ
リティ ソリューションズ セクターと産業機器テ
クノロジー セクターですが、ボッシュ・グループ
の売上高全体に占める事業セクターの割合は
前年と変わりませんでした。

一方、地域別業績には大きな変化が見られまし
た。売上高の伸び率が最も高かったのはアジア
太平洋地域で、欧州でも力強い成長を記録しま
した。北米では自動車業界の販売低迷の影響を
受けたものの、厳しい年が続いた南米では著し
い売上増を達成することができました。

23
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1 顧客が直接負担する開発作業を含む
2 調整後の数値

研究開発費 1

ボッシュ・グループ（2013～2017年）

総支出
単位：100万ユーロ

4,543 4,959 6,378 6,911 7,264

13 14 15 162 17

将来有望な分野への先行投資

研究開発費は高い水準を維持していますが、
売上高よりも若干低い伸び率となりました。前
年は69億ユーロだった研究開発費は、2017
年に約73億ユーロに増加し、研究開発費の対
売上高比率は9.3％と、前年の9.5％から低下
しました。
 

研究開発費が膨らんでいるのは、主にモビリテ
ィ ソリューションズ セクターです。その先行投資
の主な対象分野は、ドライバー アシスタンス シ
ステム（自動運転を含む）、ディスプレイ、インフ
ォテインメントシステム、センサー類などです。 
 

Bosch today 2018
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ドイツ
137,701

欧州
（ドイツを除く）
107,339 

北中南米地域
44,309 

アジア太平洋
（アフリカなど、他の国々を含む）
112,817 

従業員数
2017年度ボッシュ・グループ（2017年12月31日現在）

地域別

総計 402,166

27%

11%

28%

34%

従業員数が初めて40万人を突破

ボッシュ・グループの総従業員数は、2016年末
時点で約38万9,300人でしたが、約1万2,900
人増えて2017年末時点で約40万2,200人にな
りました。新規雇用の数は従業員の離職率を
考慮し、約1万6,500人に上りました。しかし
2017年は、事業売却の影響が買収による影響
を上回ることになりました。事業基盤構成の変
化を考慮すると、従業員数は約3,600人減少し
ています。この減少に最も関わったのはモビリテ
ィ ソリューションズ セクターで、特にスターター
モーター＆ジェネレーター事業部の売却の影響
が大きく、約7,500人減少しました。 
 

地域別の構成には、2016年と2017年で大き
な変化はありません。ただ、欧州では若干変化
が生じ、ドイツ国内の従業員数は1％減少、ド
イツを除く欧州では1％増加しました。この変
化は主にスターターモーター＆ジェネレーター
事業部の売却によるものです。
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エネルギー効率の改善を図る「Go Greenイニシアチブ」

ボッシュの
持続可能性への取り組み

CSR.BOSCH.COM

ボッシュ・グループは「持続可能性」について、
企業の長期的成功を確かなものにするととも
に、現在、そして未来の世代に関わる自然環
境を保護することだと考えています。そのた
め、コーポレートスローガンの「Invented for 
life」はコア事業だけでなく、持続可能性の問
題にも適用され、当社が扱う製品やサービス
は、世界中の人々の生活の質を向上し、自然資
源の保護に寄与するものにしようとしていま
す。再生可能なエネルギー資源をより効率的
に活用し、Emission-free（排出ガスのない）
＆Accident-free（交通事故のない）のモビリ
ティを実現できるよう、あらゆる事業分野で環
境にやさしい製品を開発することをボッシュは

目標に掲げています。
この「グリーンマインドセット」は、技術革新の
原動力、そして企業の成功の柱でもあります。
ボッシュはネットワーク化、電動化、エネルギー
効率の分野に大きなチャンスがあると見ており、
それに対応した設備投資を行う予定です。2017
年の研究開発費である73億ユーロのうち、54
％を環境と安全に関わる製品のために投入し
ました。また、地球温暖化や資源不足といった
環境リスクに対処するために、体系的なサステ
ナビリティマネジメントにも取り組んでいます。
社会問題への取り組みは、持続可能性に関す
るボッシュの定義のもう一つの側面で、現代社
会が直面している最大の問題の一つである貧
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富の差を埋めたいとボッシュが考えている理
由もそこにあります。これに対する一つの答え
として、雇用を創出して地域経済の活性化を促
し、世界中で教育を受ける機会を増やすため
に、ボッシュは新興国におけるプレゼンスを活
かしています。ロバート・ボッシュ財団は大きく
4つに分かれ、ブラジル、中国、インド、米国の
各地域で展開しており、2017年には地域支援
プロジェクトに900万ユーロを投入しました。
経済的、生態学的、そして社会的な問題のバラ
ンスを図ることが、持続可能性に関わる4つの
分野、つまり環境、製品、従業員、社会に結びつ
くとボッシュは考え、これらの分野の中から資源
保護、サプライヤーの監査、機会均等、労働安全
衛生に関する5つの目標を設定しています。そし
て、2017年にボッシュはこれらについて著しい
改善を達成することができました。

ボッシュが掲げている
持続可能目標における
2017年時点での現状

 2007年比でCO2排出量を

32.8%削減

（自社で算出した数値との比較）

目標：
2020年
までに

35％削減
 前年比で廃棄物の量を

2.7%削減

（自社で算出した数値との比較）

目標：
年間2%

100万労働時間あたりの

労災事故件数は

2.3件

16.1%
女性管理職の比率は

2010年から

サプライヤーの環境／

保健衛生／安全監査を

740回実施

目標：
2020年
までに

1,000回

目標：
2020年
までに
20％

目標：
2020年
までに
1.7件

前年比で水の消費量を

6.5%削減

（自社で算出した数値との比較）

目標：
年間2%
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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い
でいます。また、社会が直面している問題に向
き合い、未来につながる画期的かつ模範的な
解決策を生み出すプロジェクトを支援していま
す。財団の活動資金となっているのは、財団が
ロバート・ボッシュGmbHの株主として受け取
る配当金です。
ロバート・ボッシュ財団は、ヘルスケア、科学、教
育、国際理解に関するプロジェクトを推進してい
ます。現代の大きな社会的問題にしっかり取り
組んでいけるよう、財団はこの数年にわたって
戦略を練り直し、「移民、統合、参加」、「ドイ
ツと欧州における社会的結束」、「実行可能な
生活環境」という3つの主要課題を設定し、こ
れらに積極的に取り組んでいます。
ロバート・ボッシュ財団は毎年約700に上るプ
ロジェクトを支援していますが、紛争が世界中で
増加しつつあることを鑑み、数年前から特に平

和に焦点を当てるようになりました。この一環
として、2017年にグローバルコミュニティフォー
ラム「Truth, Justice, and Remembrance」
を開催し、暴力的な紛争や体制に立ち向かう
約120人の平和活動家が40以上の国々から集
まりました。
より良い教育の実現を支援することも、ロバー
ト・ボッシュ財団が重点を置く活動の一つです。
ドイツ国内の最優秀校を表彰する「ドイツ学校
賞」は、近年の素晴らしい教育の実践に向けた
動きの活性化につながっています。

ロバート・ボッシュ
財団

WWW.BOSCH-STIFTUNG.COM

私たちはどうすれば紛争を
解決につなげ、暴動の勃発
を防ぐことができるのでしょ
うか？ロバート・ボッシュ財
団のイニシアチブであるグ
ローバルコミュニティフォー
ラム「Truth, Justice, and 
Remembrance（真実、正
義、そして追悼）」に40以上
の国々から約120人の平和
活動家が参加し、このテーマ
についてさまざまな意見を交
換しました。
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2017年のプロジェクトへの助成金総額
単位：100万ユーロ

100.5

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

財団内の財団：
・オットー＆エディット・ミュールシュレーゲル財団
（高齢化社会）
・ハンス・ヴァルツ財団（補完医療に関する研究）
・DVA財団（仏独対話）

7.4 
ヘルスケア

7.4
科学

8.6  
社会

9.1 
教育

8.6
国際関係：北中南米地域およびアジア

14.4
国際関係：欧州と近隣諸国

0.8 
国際学友センターgGmbH

1.4 
ロバート・ボッシュ・カレッジUWC GmbH

2.5 
ドイツ スクールアカデミーgGmbH

10.0
ロバート・ボッシュ病院のための資本支出

20.9
研究所および
ロバート・ボッシュ病院での研究

5.8 
国際交流を促進するベルリン 
リエゾンオフィスによるプロジェクト

0.8 
取締役会役員のプロジェクト

0.1 
コミュニケーション部門のプロジェクト

1.3 
傘下の財団

1.2 
オットー＆エディット・
ミュールシュレーゲル財団のための財政支援

ロバート・ボッシュ財団
29

00R 29 初校 デザイン



雇用者としての
ボッシュ

WWW.BOSCH-CAREER.COM

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。

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！

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プロバイダーであるボッ
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。

Bosch today 2018
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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。

Let’s be remarkable.
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ドイツ国内の
ボッシュ・グループ

本社所在地
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、ブレッテン、ビュー
ル／ビューラータール、クライルスハイム、ディ
リンゲン、ディツィンゲン、エルヒンゲン、エア
バッハ、ギーンゲン、グラスブルン、ヒルデスハ
イム、ホルブ、キュスターディンゲン、ラインフェ
ルデン、レーオンベルク、ローア、ロラル、プラネ
グ・マルティンスリート、プロッヒンゲン、レーゲ
ンスブルグ、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、ブライデンバッハ、ブレーメン、
ビュール／ビューラータール、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、ルー
テスハイム、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、クライルスハイム、
ドレスデン、エルヒンゲン、エアバッハ、フェルバ
ッハ、ホンブルク、ホルブ、ケッチュ、ケーニッヒ
スブルン、ローア、ムルハルト、ニュルンベルク、

オーバー=ラムシュタット、レムスハルデン、ショ
ップハイム、シュヴァインフルト、シュトゥットガル
ト、フィアーゼン、フォルカッハ、ヴァイブリンゲン

消費財セクターの製造拠点
バート・ノイシュタット、ブレッテン、ディリンゲ
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

エネルギー・建築関連テクノロジー 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、フランクフルト・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
ブルグ、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 Software Innovations 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：
137,701人

（2017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。
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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：3,583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、ザンクト・ミヒ
ャエル・オプ・ブライブルク、テルニッツ、ウィーン

ベルギー 従業員数：1,547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：190人
開発・販売拠点：ソフィア

チェコ共和国 従業員数：8,654人
自動車機器、産業機器、サーモテクノロジー製
品、電動工具の開発・製造・販売拠点：アルブ
レフチツェ、ブルノ、チェスケー・ブジェヨビツ
ェ、イフラバ、プラハ

デンマーク 従業員数：721人
販売拠点：バレルプ、エスビアウ

フィンランド 従業員数：207人
販売拠点：バンター

フランス 従業員数：7,568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、フレマン、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：492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：13,589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：6,288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、チニゼッロ・
バルサモ、コッレッジョ、ファガーニャ、ミラノ、モ
ドゥーニョ、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：3,783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、スキーダム、テ
ィルブルフ、ウェールト

ノルウェー 従業員数：193人
販売拠点：シー

ポーランド 従業員数：6,394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、ジェシュフ、ワルシャワ、ヴロツワフ

ポルトガル 従業員数：4,449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
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ルーマニア 従業員数：6,530人
自動車機器、産業機器の開発・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：3,856人
自動車機器、家庭用電化製品、電動工具の開
発・製造・ 販売、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：1,175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：1,132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：1,463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：8,818人
自動車機器、産業機器、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、エスキロス、
ラ・カルトゥハ、リカ・ダムント、マドリッド、モ
ンタニャナ、サン・セバスティアン、サンタンデ
ール、ビーゴ、ビトリア、サラゴサ

スウェーデン 従業員数：1,572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：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：3,049人
産業機器、電動工具の開発・製造・ 販売拠
点：ベリンゲン、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：18,240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・販売拠点：ブ
ルサ、チェルケスケイ、イスタンブール、マニサ

ウクライナ 従業員数：366人
自動車機器の製造・販売拠点：キエフ、クラコ
ヴェツ

イギリス 従業員数：5,195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：オル
フリトン、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

（2017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、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルグでも
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：242人
販売拠点：ブエノスアイレス

オーストラリア 従業員数：1,287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：8,329人
自動車機器、産業機器、サーモテクノロジー製
品、電動工具の開発・製造・販売、通信サービ
ス拠点：アウファヴィーレ、アラトゥ、アチバイ
アSB、カンピーナス、クリチバ、ジョインヴィ
レ、ポメロデ、サンパウロ

カナダ 従業員数：613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：163人 
販売拠点：サンティアゴ

中国 従業員数：61,473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、セキュリティーシステム、
電動工具の開発・製造・ 販売、通信サービス
拠点：北京、長春、長沙、成都、重慶、滁州、東
莞、仏山、広州、杭州、香港、済南、柳州、南京、
寧波、青島、上海、深圳、蘇州、武漢、五胡、武
進、無錫、西安、煙台、珠海、淄博

コスタリカ 従業員数：227人
通信サービス拠点：エレディア

インド 従業員数：32,667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、ガンガイコンダン、ハ
イデラバード、ジャイプル、コラマンガラ、ナガ
ナタプラ、ナラガー、ナシク、ニューデリー、プ
ネー、ヴァーナ

インドネシア 従業員数：228人 
自動車機器の製造・販売拠点：ジャカルタ 

日本 従業員数：6,771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）、神奈川県（横浜市都筑
区、小田原市）、埼玉県（東松山市、比企郡滑
川町、寄居町、新座市、児玉郡美里町）、群馬
県（太田市）、栃木県（那須塩原市）、茨城県（
土浦市）、愛知県（安城市）、新潟県（三島郡
出雲崎町）

韓国 従業員数：2,620人
自動車機器、産業機器の開発・製造・販売拠
点：プサン、テグ、テジョン、セジョン、ヨンイン
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マレーシア 従業員数：3,099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：15,769人
自動車機器、産業機器、電動工具、セキュリティ
ーシステムの開発・製造・販売拠点：アグアスカ
リエンテス、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、サンルイス
ポトシ、トルーカ

モロッコ 従業員数：201人
販売拠点：カサブランカ

ペルー 従業員数：861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：524人
通信サービス、販売拠点：マニラ

シンガポール 従業員数：895人
開発・販売拠点：シンガポール

南アフリカ 従業員数：1,389人
自動車機器の製造・販売拠点：ブリッツ、ケンプ
トンパーク、ミッドランド

台湾 従業員数：981人
自動車機器の開発・製造・販売拠点：平鎮、
台北
 
タイ 従業員数：1,636人
自動車機器、産業機器の製造・販売拠点：アマ
タシティ、バンコク、ヘマラート、ラヨーン

アラブ首長国連邦 従業員数：135人 
販売拠点：ドバイ

米国 従業員数：18,635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、セキュリティーシステム、

電動工具の開発・製造・ 販売拠点（75カ所）
：インディアナ州アルビオン、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
シルベニア州ベツレヘム、イリノイ州ブロード
ビュー、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、カリフォルニア州アーバイン、ミシガン
州ケントウッド、テネシー州ラ・フォレット、ノー
スカロライナ州リンカーントン、イリノイ州マウ
ント・プロスペクト、ノースカロライナ州ニューバ
ーン、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、ミシガン州ウォーレン

ベトナム 従業員数：3,688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

（2017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、バングラデシュ、ボツワナ、カンボジア、コロン
ビア、エクアドル、エジプト、ガーナ、イラン、イスラエル、
カザフスタン、ケニア、モザンビーク、ナミビア、ニュージ
ーランド、ナイジェリア、パナマ、サウジアラビア、スリラ
ンカ、チュニジア、ウルグアイ、ベネズエラ、ザンビアでも
事業を行っています。

欧州以外の地域におけるボッシュ・グループ
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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

1861

1886
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

1897
マグネトー式低圧点火装置を初めて自動車に装備

1902
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

1898
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

1905
ドイツ国外における最初の生産拠点をパリに開設

1912
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

会社の沿革
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1918
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

1927
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

1921
ハンブルグに最初のボッシュ
サービス修理工場を設立

1913
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

1928
最初のボッシュ電動工具、Forfexバリカンを
市場に投入

1932
最初の電動ドリルとボッシュ
ハンマーの生産を開始

1933
ボッシュ製冷蔵庫を市場に投入

1932
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

39
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1976
三元触媒コンバーター用ラムダセンサーの量産を開始

1967
電子制御式ガソリン燃料噴射システム（ジェトロニック）の
量産を開始

1967
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）

1942
ロバート・ボッシュ死去（3月12日）

1951
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

1964
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

1963
Erich Wetzel Verpackungsmaschinen GmbH
の買収を足がかりに包装機事業を開始

1940
ロバート・ボッシュ病院を開設
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1979
電子制御式エンジンマネジメント（モトロニック）の
量産を開始

1986
トラクション コントロール システム（TCS）の
量産を開始

1989
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

1991
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

1997
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

1995
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

1978
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  

41
会社の沿革

00R 41 初校 デザイン



1999
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）

2000
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

2003
Buderus AG（ヴェッツラー／ドイツ）を買収

2001
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

2005
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

2003
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

Bosch today 2018
42

00R 42 初校 デザイン



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

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（2011年1月1日より
Bosch Software Innovations GmbH）

2015
かつての合弁会社BSH Bosch und Siemens 
Hausgeräte GmbHとZF Lenksysteme GmbH
（ステアリング システム事業部）を完全子会社化
し、それぞれBSH Hausgeräte GmbH、Robert 
Bosch Automotive Steering GmbHに社名変更

2016
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

電動スクーターのシェアリングサービス「Coup」
をベルリンで開始

2015
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）

2017
ボッシュがモーター、パワーエレクトロニクス
とトランスミッションを統合した電気自動車向
けのコンパクトな新型電動アクスル「eAxle」
を発表
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1 2017年12月31日付けで退任
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4 2018年3月24日付けで就任
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日本の
ボッシュ・グループ概要
ボッシュは、1911年（明治44年）に日本で事業を開始し、2018年で107年目を迎えました。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・建築関係テクノロジー、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
● 設　　　立 1911年

● 従 業 員 数 6,600人

● 第三者売上高 2,950億円

● 投　資　額 48億円

● グループ会社数 15社

2017年12月31日現在
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日本のボッシュ・グループの主要拠点

東松山 女満別

栃木

那須塩原

土浦

東京

寄居

太田

むさし

横浜

小田原苅田

本社

営業拠点 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・建築関連テクノロジー

産業機器テクノロジー
消費材
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会社名 事業所名
ボッシュ株式会社 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
太田工場
東松山工場
寄居工場
志木事務所
むさし工場
本社（東京）
横浜事務所 
横浜第二事務所
ボッシュ オートモーティブステアリング テストセンター（横浜）
浜松事務所 
豊田事務所 
三河安城事務所
京都BSTラボ
大阪事務所
広島事務所
九州事務所
苅田事業所

ボッシュ パッケージング テクノロジー株式会社 本社（東京）
関西営業所
コンピテンスセンタージャパンアンドビジョンテクノロジー（むさし）

ボッシュ・レックスロス株式会社 東京本社
土浦本社/土浦工場/土浦サービスセンター
横浜サービスセンター
名古屋サービスセンター
産機名古屋営業所
産機大阪営業所
産機九州営業所

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

ボッシュエンジニアリング株式会社 本社（横浜）
ITKエンジニアリングジャパン株式会社 本社（東京）
ボッシュサービスソリューションズ株式会社 本社（志木）/コールセンター
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

株式会社Advanced Driver Information Technology 本社（愛知）

ボッシュ株式会社　連結子会社＆関連会社
　株式会社エフエイニイガタ 
　株式会社フジアイタック 
　関東精圧工業株式会社 
　群馬精機株式会社

ボッシュ株式会社　子会社（海外）
　RBAJ Holding, Inc. （USA） 
　ボッシュオートモーティブタイランド （Thailand）

日本のボッシュ・グループ会社
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モビリティ ソリューションズ
広範な専門知識
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・建築関連
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
ョンズはその中でも最大の売上を生み出しています。

モビリティのネットワーク化
インターネットの一部としてアクティブに機能するクルマを目指して

ボッシュは、ドライビング・エクスペリエンス
をよりインテリジェントでスマートなものにす
るため、車内外のシステムをネットワークに接
続させるソリューションを提供しています。モ
ビリティはネットワーク化により、ドライバー
だけでなく同乗者にとっても、安全で環境に優
しく、経済的なものになります。代表的な製
品・テクノロジー：Vehicle-to-Vehicle（車車
間）およびVehicle-to-infrastructure（路車
間）通信、ユーザーフレンドリーなインフォテ
インメントシステム、クラウドベースのネット
ワーク化ソリューションなど

ドライビングをより安全で快適なものにするために、
先進的な機能／システムを提供しています。安定し
たドライビングを提供するドライバー支援システ
ム、部分的な自動運転、そして高度な自動運転まで、
完全自動運転の実現への道を一歩一歩切り開いてい
ます。代表的な製品・テクノロジー： 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）、車載向け安全システム用センサー、ドライバ
ー アシスタンス システム、自動運転システムなど

モビリティの自動化
完全自動運転の実現を目指して
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ボッシュのグループ会社であるイータス（株）は、自動車産業およびその他組込み産業領域における、

組込みシステム開発のための革新的なソリューション、エンジニアリングサービス、コンサルティング、

トレーニング、サポートをご提供するシステムプロバイダーです。イータスの子会社のescryptは、無線ネ

ットワークでソフトウェアを更新するためのゲートウェイや進入検知システム、ハードウェアセキュリティ

モジュールなど、車載セキュリティ技術を包括的にサポートする製品・ソリューションをご提供します。

車載セキュリティ技術の製品・ソリューションを提供

パワートレインシステム、モビリティの電動化
パワートレインに新しいエネルギーを

最新の燃料噴射システムからハイブリッドのパワートレイン、電気自動車、充電インフラまで、ボッシュはパワートレイン向
けのソリューションを幅広く提供しています。ボッシュの高効率なパワートレインシステムは、パワフルかつ経済的で環境に
優しいモビリティによる楽しいドライビング・エクスペリエンスを約束します。代表的な製品・テクノロジー： ガソリン・デ
ィーゼルエンジン、電動パワートレイン、FCV、トランスミッション向けシステムおよびコンポーネントなど

51 三校 デザイン



Bosch today 2018
52

モビリティ ソリューションズ
ボッシュの強み
ボッシュは自動車技術における総合的な専門技術に、
ソフトウェアにおけるソリューションとサービスを統
合し、完全なモビリティー・ソリューションをご提供い
たします。

すべてのクラスに対応できる
製品ポートフォリオとノウハウ
ボッシュは、二輪車、乗用車、農
建機、商用車など全てのクラスに
対応できる幅広いポートフォリオ
とノウハウをお客さまに提供する
ことができます。

システムとネットワーク化の専門知識
ボッシュは、モビリティ全般において総合的
なシステムを提供するソリューションプロバ
イダーです。また、コネクテッド・カーを実
現するネットワーク化ソリューションに関す
る専門知識も持ち合わせています。

高い品質と信頼
ボッシュは、お客さまの希望と期待を満たす最高の品質と
信頼性を備えた製品、サービスを提供します。
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ボッシュエンジニアリングGmbH は、少量かつ

特殊な電子制御ユニットを開発するためにドイ

ツで創立されました。日本では自動車メーカー

やエンジンメーカーのエンジニアリングサービ

スの需要に対応するため、2006 年にボッシュ

エンジニアリング（株）が設立され、エンジンマ

ネジメントやモータースポーツ分野に重点をお

き、日本のメーカーのニーズにこたえる高度なエ

ンジニアリングソリューションを提供してい

ます。

技術革新力　
ボッシュは、創造的なアイデアをも
とに新たなイノベーションを生み出
し続けています。事実、ボッシュは
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）
やディーゼル用コモンレールシステ
ムなどの自動車の重要な革新技術を
生みだしてきました。

お客さまとの長期にわたる信頼関係
ボッシュは、1886年の創業以来、お客さまと長期にわたり信頼関係を築いて
きています。創業者ロバート・ボッシュが遺した「信頼を失うくらいならむし
ろお金を失った方がよい」という言葉を今日まで引き継ぎ、信頼関係を第一に
事業を展開しています。

グローバルな事業展開
ボッシュは、世界60ヶ国におい
て440の子会社や現地法人を有
しており、お客さまの事業活動
をグローバルベースでサポート
する体制が整っています。

高度なエンジニアソリューションを提供するボッシュエンジニアリング（株）
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モビリティ ソリューションズ
クルマの安全性、快適性、経済性を支える
ボッシュの製品

急成長する世界の二輪車とパワースポーツ車両市場におい

ても、リーディングサプライヤーになるため、ボッシュは

二輪車事業とパワースポーツ車両事業を統合し、2015年

4月に独立した事業部門「モーターサイクル&パワースポ

ーツ」を新設しました。世界で強い存在感を示す日本メ

ーカーへ充実したサポートを提供するため、同事業部門

のグローバル本部を日本（横浜）に設置し、ライディン

グイノベーションを実現する最新のテクノロジーを世界

に広めています。

安全性＆快適性
e-モビリティ向けシステム
Powertrain Electrification

ディーゼルシステム
Diesel Systems

ガソリンシステム
Gasoline Systems

トランスミッション テクノロジー
Transmission Technology

スターターモーター&ジェネレーター
Starter Motors & Generators

サーマルマネジメント
Thermal Management 

排気ガス後処理システム
Exhaust-gas Treatment

アクティブセーフティ
Active Safety

パッシブセーフティ
Passive Safety

ドライバー アシスタンス システム
Driver Assistance Systems

ブレーキシステム
Brakes Systems

ステアリングシステム
Steering Systems

ワイパーシステム
Wiper Systems

ドライバー インフォメーション システム
Driver Information Systems

エレクトロニックシステム
Electronic Systems

インテリア コンフォート システム
Interior Comfort Systems

モーターサイクル＆パワースポーツ部門で
最新テクノロジーの開発
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ボッシュが革新的な技術を提供しているのはOEM製品だけではありません。ボッシュはより安全・快適・

効率的なカーライフを実現するアフターマーケット製品、例えばバッテリー、ワイパーブレード、エアコ

ンフィルターなどを量販店や整備工場を通じて販売しています。これら部品の販売以外にも、日本で190店

舗以上を展開する＂ボッシュカーサービス（BCS）”をはじめ、全国の整備工場に対して診断機器やソフトウェ

ア、トレーニングを展

開し、複雑化した現代

のクルマの診断、メン

テナンス、及び修理を

サポートしています。

経済性
e-モビリティ向けシステム
Powertrain Electrification

ディーゼルシステム
Diesel Systems

ガソリンシステム
Gasoline Systems

トランスミッション テクノロジー
Transmission Technology

サーマルマネジメント
Thermal Management 

排気ガス後処理システム
Exhaust-gas Treatment

アクティブセーフティ
Active Safety

パッシブセーフティ
Passive Safety

ドライバー アシスタンス システム
Driver Assistance Systems

ブレーキシステム
Brakes Systems

ステアリングシステム
Steering Systems

ワイパーシステム
Wiper Systems

ドライバー インフォメーション システム
Driver Information Systems

エレクトロニックシステム
Electronic Systems

インテリア コンフォート システム
Interior Comfort Systems

アフターマーケット製品の販売や、＂ボッシュカーサービス”を全国で展開

高い技術と信頼から生まれるボッシュの
さまざまな自動車用部品が、安心で快適
なカーライフをサポートしています。
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消 費 財
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。

産業機器テクノロジー

ボッシュ・レックスロス（株）は、油圧機器を
はじめ、FAモジュールコンポーネント、電動
サーボドライブシステム事業を展開し、建設
機械、一般産業用機械、ファクトリーオート
メーション機械など、幅広い分野で、油圧・
電動駆動に関わる製品とソリューションを
提供しています。ハイパワーの油圧駆動と
高効率の電動駆動の特性を活かし、建設機
械、一般産業機械の省エネルギー化や排気
ガスのクリーン化、機械の安全性や信頼性の
向上に貢献しています。またFAモジュールコ
ンポーネントは半導体製造装置をはじめとし
て、あらゆる製造現場におけるニーズに幅広
く対応したコンポーネントを提供しています。

56 再校 デザイン



Bosch Group in Japan
57

産業機器テクノロジー
（パッケージングテクノロジー）

ボッシュ パッケージング テクノロジー（株）
は、食品、医薬品、ヘルスケア用品などの分
野において、製品プロセス、包装および検査技
術を担っており、お客様の製造工程全体にわた
り、最適なソリューションをお届けします。食
品産業向けには、多様化する食品や包装形態の
ニーズにこたえる最先端の包装機械やロボット
システムを取り揃えています。製薬産業向けに
は、液剤、固形剤など幅広い製品向けに製品プ
ロセスから包装、異物・外観・リーク検査、ト
ラック&トレースシステムまでワンストップソ
リューションを提供しています。

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独ボッシュセキュリテ
ィシステムズの日本法人であり、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

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、性別、国際性、世代、文化を超えて、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。
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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。

1906年　　8時間労働制導入
1910年　　土曜半日休暇、有給休暇制度導入
1953年　　Bosch 従業員の健康保険を導入

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
有給消化率　95%
毎週金曜日　一斉定時退社日
離職率　1%台
（2017年度　実績）

認定・受賞
埼玉県　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）認定
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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、国際化を含むダイバ
ーシティ促進を支援しています。

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10年前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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日本のボッシュ・グループの歴史

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

1911

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

1972

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

2010

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

2012 

ボッシュ・グループがエーザイグループの
マシナリー事業会社を買収

ボッシュ（株）がSPXサービスソリューションズ
ジャパン（株）の株式を100%取得

2013 

エーザイマシナリー（株）をボッシュ パッケージ
ングテクノロジー（株）に合併

2014 

ボッシュ パッケージングテクノロジー（株）が
製薬向け異物検査技術のグローバルコンピテ
ンスセンターをむさし工場に移転

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

ボッシュのスマート農業ソリューション 
センサーとAIを使 用したソフトウェ
アによる革新的な病害予測サービス

「Plantect™」を発売

2017

2016 

日本で自動車運転の公道試験を開始

志木事務所にボッシュサービスソリューションズ
（株）をオープン
ボッシュeCall（緊急通報）サービスを提供開始
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お問い合わせ先

報道関係対応窓口
Corporate Communications and 
Brand Management
[コーポレート コミュニケーション、
ブランド マネジメント]
ボッシュ メディアサービス：
URL：www.bosch-press.com
 
ボッシュ・グループの求人情報についての窓口
Human Resources Management
[人事部]
URL：www.bosch-career.com
 
ボッシュ・グループとの取引を希望される企業さまとの窓口
Corporate Sector Purchasing and Logistics
[コーポレート購買・物流管理]
URL：www.purchasing.bosch.com
  
年次報告書のウェブバージョン：
URL：www.annual-report.bosch.com
 
年次報告書とBosch todayのPDFバージョンのダウンロード：
URL：www.bosch.com/boschtoday

 
ボッシュ・グループ本社（ドイツ）の住所 
 
Robert Bosch GmbH 
Postfach 10 60 50 
70049 Stuttgart, Germany 
 
Phone +49 711 811-0 
contact@bosch.com
www.bosch.com
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単位：100万ユーロ

2013 2014 2015 2016 ¹ 2017

総売上高 46,068 48,951 70,607 73,129 78,066

ドイツ国外の対売上高比（％） 77 78 80 80 80

研究開発費 2 4,543 4,959 6,378 6,954 7,264

対売上高比（％） 9.9 10.1 9.0 9.5 9.3

資本支出 2,539 2,585 4,058 4,252 4,345

うちドイツ国内 913 1,098 1,394 1,580 1,546

ドイツ国外 1,626 1,487 2,664 2,672 2,799

対売上高比（％） 5.5 5.3 5.7 5.8 5.6

減価償却に占める割合（％） 126 138 146 141 140

年間の平均従業員数（単位：1,000人） 280 286 369 384 403

うちドイツ国内 108 105 131 133 137

ドイツ国外 172 181 238 251 266

2017年12月31日現在 281 290 375 389 402

総資産 55,725 61,924 77,266 81,875 81,870

自己資本 27,686 29,541 34,424 36,084 37,552

自己資本比率（％） 50 48 45 44 46

EBIT 2,751 3,030 4,587 3,594 4,916

税引後利益 1,251 2,637 3,537 2,374 3,274

繰越利益剰余金 88 102 142 138 241

¹ 会計方針の変更により調整済み 
² 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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