
特定企業調査報告書

（株式会社デンソー サマリー）

株式会社AIRI



 同社グループは、同社、子会社200社、関連会社88社から構成され
ています。

 自動車関連分野を中心とする幅広い分野において以下の7つの事業
において、モビリティ社会の可能性を広げていくために取り組んで
います。

2．事業概要1．会社概要
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概要

業績推移
新型コロナウイルス感染症の拡大による市場減速の影響により車両販
売が減少したため、減収となりました。

セグメント別売上高比率は、日本でトヨタ自動車向けが増加したもの
の、北米、欧州は減収により減となりました。

本社所在地 愛知県刈谷市昭和町１丁目１番地

設立年月日 1949年12月

年間売上高 49,367億円(2021年3月)

従業員数 168,391人(2021年3月現在)
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 知財体制

海外での事業展開を支えるため、北米、欧州、中国の開発・設計
拠点内に知財組織を設け、現地発明に関わる知財権の取得や、他社
知財権の調査を強化しています。全地域の知財スタッフが集まるグ
ローバル知財会議を開催し、グループ全体および各地域の課題解決
と活動活性化を図っています。
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 研究開発体制

基礎研究所、世界7極のテクニカルセンターのほか、2030年長期方
針に基づいて以下の4つの注力分野、電動化、先進安全・自動運転、
コネクティッド、非車載事業(FA・農業)の開発を強化しています。

 研究開発費

研究開発費内訳(2020年度、億円)

4．知財情報

3．研究開発情報

セグメント 研究開発費

日本 4,406
北米 273
欧州 108
アジア 127
その他 6

合計 4,920

注力分野 開発拠点 概要
電動化 電動開発センター、安

城製作所
開発棟、耐久棟、屋外試験路、量
産ラインの立上げ用の工場

先進安全・自動
運転

ピッツバーグ・イノ
ベーション・ラボなど

高度運転支援技術Advanced
Drive向け製品開発

コネクティッド Global R＆D Tokyo，
Haneda

自動運転への５Ｇ活用

非車載事業
（ＦＡ・農業）

㈱デンソーアグリテッ
クソリューションズ

Factory-IoTプラットフォーム
の開発

 国・地域別の特許出願動向は下記のとおりです。

同社は、日本国内へパナソニックに次いで多数の出願を毎年安定
して行っています。米国、中国、インドへの出願はSamsung、LG、社
が多く、同社の出願数はコンチネンタル社と同程度となっています。

5．各国・地域への特許出願動向(1)


総売上高



						2016		2017		2018		2019		2020

				総売上高		45,271		51,083		53,628		51,535		49,367

				経常利益		3,306		4,127		3,162		611		1,551

				当期純利益		2,576		3,206		2,545		681		1,251



				売上高(百万円)		4,527,148		5,108,291		5,362,772		5,153,476		4,936,725

				経常利益(百万円)		330,551		412,676		316,196		61,078		155,107

				当期利益(百万円)		257,619		320,561		254,524		68,099		125,055



総売上高	2016	2017	2018	2019	2020	45271.48	51082.91	53627.72	51534.76	49367.25	経常利益	2016	2017	2018	2019	2020	3305.51	4126.76	3161.96	610.78	1551.07	当期純利益	2016	2017	2018	2019	2020	2576.19	3205.61	2545.2399999999998	680.99	1250.55	

総売上高[億円]





経常利益、当期純利益[億円]











セグメント別



				商号		（株）デンソー

				英語表記		DENSO CORPORATION

				本社所在地		〒 448-8661 愛知県刈谷市昭和町１丁目１番地

				大株主

				決算年月		2017/3		2018/3		2019/3		2020/3		2021/3

				売上高(百万円)		4,527,148		5,108,291		5,362,772		5,153,476		4,936,725

				経常利益(百万円)		330,551		412,676		316,196		61,078		155,107

				当期純利益(百万円)		257,619		320,561		254,524		68,099		125,055

				純資産額(百万円)		3,447,082		3,774,293		3,770,366		3,558,869		4,076,717

				総資産額(百万円)		5,150,762		5,764,417		5,792,414		5,651,801		6,767,684

				自己資本比率(％)		64.3		62.4		62.1		60.1		57.5

				連結従業員数(名)		154,493		168,813		171,992		170,932		168,391

				〔外、平均臨時雇用人員〕		30,641		35,501		34,529		31,431		27,735

				単独従業員数(名)		38,914		39,315		45,304		45,280		46,272

				〔外、平均臨時雇用人員〕		6,885		7,341		8,468		8,837		6,994

				事業内容		◆自動車分野＝
パワトレインシステム（排気システム、パワトレインコンポーネント、ディーゼルシステム、ガソリンシステム等）、
エレクトリフィケーションシステム（エレクトリックコンポーネント、エレクトリフィケーションコンポーネント、シャシーコントロールコンポーネント、モータ等）、
センサ&セミコンダクタ（センサ、セミコンダクタ）、
サーマルシステム（エアコンディショニング、サーマルマネージメントユニット、フリーエアコンディショニング等）、
モビリティエレクトロニクス（エレクトロニクス、コックピットシステムコネクティッドシステム、ＡＤ&ＡＤＡＳ、音等）、
等
◆非車載事業＝ＡＵＴＯ－ＩＤ関連製品、ＦＡ関連製品、冷却・空調関係、農業関連製品、生活関連、その他









				セグメント別別売上高(百万円)

				事業分野別売上　自動車分野(百万円)		－		－		5,177,159		4,973,853		4,774,466						3,911,803		4,409,613		10,044,089		9,698,614		9,351,364

				当該事業売上高比率(%)		－		－		96.5		96.5		96.7				決算年度 ド		2017/3		2018/3		2019/3		2020/3		2021/3

				事業分野別売上　非車載事業(百万円)		－		－		185,613		179,623		162,259				事業分野別売上　自動車分野(百万円)		－		－		5,177,159		4,973,853		4,774,466

				当該事業売上高比率(%)		－		－		3.5		3.5		3.3				当該事業売上高比率(%)		－		－		97		97		97

				 北米		1,050,460		1,122,847		1,182,012		1,145,230		999,901				事業分野別売上　非車載事業(百万円)		－		－		185,613		179,623		162,259

				欧州		550,244		620,193		609,417		548,301		482,282				当該事業売上高比率(%)		－		－		4		4		3

				 アジア		989,505		1,146,037		1,215,115		1,086,862		1,134,088				 北米		1,050,460		1,122,847		1,182,012		1,145,230		999,901

				 その他		65,101		78,485		72,038		60,037		39,804				欧州		550,244		620,193		609,417		548,301		482,282

				 日本		1,871,838		2,140,729		2,284,190		2,313,046		2,280,650				 アジア		989,505		1,146,037		1,215,115		1,086,862		1,134,088

				海外売上比率(%)		58.7		58.1		57.4		55.1						 その他		65,101		78,485		72,038		60,037		39,804

				研究開発費(百万円)		409,223		447,378		497,417		507,827		492,012				 日本		1,871,838		2,140,729		2,284,190		2,313,046		2,280,650

				地域別売上高(百万円)

				日本		1,821,063		1,832,951		1,877,497		1,944,758		1,947,909				合計 ゴウケイ		4,527,148		5,108,291		5,362,772		5,153,476		4,936,725

				アメリカ		640,052		618,990		627,168		663,779		554,984

				アジア		618,059		687,373		737,650		700,385		573,181				売上調整分

				欧州		395,697		432,210		418,514		374,459		318,767

				中南米		110,128		184,564		132,015		131,706		83,853				決算末年月		2017		2018		2019		2020		2021

				中東		117,202		104,796		91,304		60,379		51,349				 北米		23.2		22.0		22.0		22.2		20.3

				アフリカ		135,669		149,153		123,721		91,267		79,671				欧州		12.2		12.1		11.4		10.6		9.8

				その他		76,146		75,639		70,473		74,640		90,230				 アジア		21.9		22.4		22.7		21.1		23.0

				海外売上比率(%)		53.5		55.1		54		51.9		47.4				 その他		1.4		1.5		1.3		1.2		0.8

				研究開発費(百万円)		160,722		176,815		152,199		146,864		125,727				 日本		41.3		41.9		42.6		44.9		46.2











当該事業売上高比率(%)	42795	43160	43525	43891	44256	0	0	96.5	96	.5	96.7	当該事業売上高比率(%)	42795	43160	43525	43891	44256	0	0	3.5	3.5	3.3	欧州	42795	43160	43525	43891	44256	550244	620193	609417	548301	482282	 その他	42795	43160	43525	43891	44256	65101	78485	72038	60037	39804	42795	43160	43525	43891	44256	決算年度	42795	43160	43525	43891	44256	42795	43160	43525	43891	44256	事業分野別売上　自動車分野(百万円)	42795	43160	43525	43891	44256	0	0	5177159	4973853	4774466	事業分野別売上　非車載事業(百万円)	42795	43160	43525	43891	44256	0	0	185613	179623	162259	 北米	42795	43160	43525	43891	44256	1050460	1122847	1182012	1145230	999901	 アジア	42795	43160	43525	43891	44256	989505	1146037	1215115	1086862	1134088	 日本	42795	43160	43525	43891	44256	1871838	2140729	2284190	2313046	2280650	

セグメント売上比率[%]







 北米	42795	43160	43525	43891	44256	23.203570989947757	21.980873838236704	22.041063837880856	22.22247663518759	20.254338655687729	欧州	42795	43160	43525	43891	44256	12.154318789666254	12.140909748485354	11.363843176625819	10.63944025352985	9.7692701132836035	 アジア	42795	43160	43525	43891	44256	21.857138313127823	22.434841711249419	22.658337889434794	21.089881858380636	22.972476692544149	 その他	42795	43160	43525	43891	44256	1.4380135131433742	1.5364238255025018	1.3432978317929607	1.1649806848814277	0.80628351791926844	 日本	42795	43160	43525	43891	44256	41.346958394114793	41.906950876526025	42.593457264265574	44.883220568020498	46.197631020565254	







 北米	42795	43160	43525	43891	44256	23.203570989947757	21.980873838236704	22.041063837880856	22.22247663518759	20.254338655687729	欧州	42795	43160	43525	43891	44256	12.154318789666254	12.140909748485354	11.363843176625819	10.63944025352985	9.7692701132836035	 アジア	42795	43160	43525	43891	44256	21.857138313127823	22.434841711249419	22.658337889434794	21.089881858380636	22.972476692544149	 その他	42795	43160	43525	43891	44256	1.4380135131433742	1.5364238255025018	1.3432978317929607	1.1649806848814277	0.80628351791926844	 日本	42795	43160	43525	43891	44256	41.346958394114793	41.906950876526025	42.593457264265574	44.883220568020498	46.197631020565254	







研究開発費

		研究開発費 ケンキュウ カイハツヒ

				セグメント		研究開発費 ケンキュウ カイハツヒ		2017		2018		2019		2020

				日本		4,406

				北米		273

				欧州		108

				アジア		127

				その他		6

				合計 ゴウケイ		4,920



				日本 ニホン		440,580

				北米 ホクベイ		27,347

				欧州 オウシュウ		10,839

				アジア		12,662

				その他		584
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 交通制御システム(IPC G08G)の技術分野の国・地域別の特許出
願動向は下記のとおりです。

交通制御システム(IPC G08G)の分野で、国内、米国へ最も多い出
願を行っています。特に、道路上の車両に対する自動走行システム
(G08G1/00)の分野の出願が多くなっています。

 注目記事

 注目記事の関連特許

6．注目技術と関連特許

タイトル 書誌 記事概要
デンソー、ト
レーラーのブ
レーキ温度監

視システム

2021/04/
21
日刊自

動車新
聞
3ページ

同社はトレーラー（被けん引車）のブレーキ温度を監視
し、必要に応じて警告を出すシステムを日通商事と共同開
発した。日通商事と日本トレクスが製造するトレーラーに

搭載して４月下旬から販売開始する。共同開発したシステ
ムは、トレーラーのドラムブレーキ内に温度センサーを取
り付け、異常な高温、急激な温度上昇、他の車輪との温度

差を検知すると、トレーラ前端に設置した警告インジケー
ターで、サイドミラー越しに運転手に警告する。今後、取
付性などを改善して後付けタイプの発売も検討する。

出願番号 公開番号 FI 技術単位 
特願 2017-087384 
(2017/4/26) 

特開 2018-185004 
(2018/11/22) 

F16D66/00 Z、F06D66/02 D、

B60T17/22 Z、G01K1/14 Z 
3W(2F) 

発明の名称 出願人 

温度センサ 株式会社デンソー、日通商事株式会社 

【課題】摩耗警告音を発生させることなくブレーキライニングが摩耗した異常状態を判定する技術を提

供する。 
【解決手段】センサ本体２１は、車軸と連動するブレーキドラムにブレーキライニングを押し付けるこ

とで制動力を生じさせるドラムブレーキの温度を検出するため、ブレーキライニングが取り付けられる

ブレーキシューが予め設定された許容量を超えて摩耗した場合に、ブレーキドラムと接触する位置に配

置される。抵抗器２２は、センサ本体２１に対して並列接続され、ブレーキシューが許容量を超えて摩

耗した場合でも、ブレーキドラムとは非接触となる位置に配置される。 
【キーワード】ブレーキ、摩耗、抵抗器、センサー、警告 

 

5．各国・地域への特許出願動向(2)
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7．業界相関図

デンソ―を取り巻く自動車部品業界に関する相関図は以下のとおりです。

デンソー

自動車部品最大手。

売上高 4兆9,367億円
従業員数 168,391人

アイシン

自動車部品及び住生活・エネルギー
関連機器

売上高 3兆5,258億円
従業員数 118,359人

トヨタ系部品メーカー

アイシン51.1%
デンソー34.0%
トヨタ9%

ジェイクワッド
ダイナミクス

(自動運転ソフトウェア)

24.6% トヨタ出資24.9% トヨタ出資 22.7% トヨタ出資

売上高 1兆2,463億
従業員数 48,332人

ジェイテクト

パワーステアリング等の自動車部品、
ベアリング、工作機械等

売上高 5,453億円
従業員数 12,064人

アドヴィックス

ブレーキシステムおよび部品

ブルーイーネクサス
(電動駆動モジュール)

アイシン45.0%
デンソー45.0%
トヨタ10.0%

デンソー65.0%
アイシン25.0%
アドヴィックス5.0%
ジェイテクト5%

66.6% 日立製作所出資
34.4% 本田出資

独立系部品メーカー

矢崎総業

売上高 1兆7,140億円(2020)
従業員数 243,723人

ワイヤーハーネス 他

パナソニック

売上高 6兆6,988億円
従業員数 243,540人

車載機器・電池 他

日立Astemo

売上高 9,875億円
従業員数 －

日立ｵｰﾄﾓﾃｨﾌﾞｼｽﾃﾑｽﾞと本田系のｹｰﾋ
ﾝ、ｼｮｰﾜ、日信工業が経営統合。

ホンダ・日産系部品メーカー
75% 日産出資25.0% 本田出資 23.0% 本田出資

売上高 2,047億円
従業員数 12,868人

武蔵精密工業

ﾊﾟﾜｰﾄﾚｲﾝ、ｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ、ｽﾃｱﾘﾝｸﾞ、ﾄ
ﾗﾝｽﾐｯｼｮﾝ 他

売上高 5,428億円
従業員数 14,200人

ジャトコ

自動車用オートマチックトランス
ミッション。CVT等

売上高 3,4617億円
従業員数 15,444人

テイ・エステック

二輪車用シート及び樹脂部品、四
輪車用シート及び内装品等

海外メーカー

ボッシュ

売上高 715億ユーロ
従業員数 395,034人

世界最大の自動車部品メーカー。
ほかに産業機器等。

ビステオン

売上高 25億ドル
従業員数 約10,000人

米国、大手自動車部品メーカー。

コンチネンタル

売上高 377億ユーロ
従業員数 236,386人

自動車部品、タイヤメーカー。

HARMAN

売上高 10兆2,983億ｳｫﾝ
従業員数 －

自 動 運 転ｿﾘｭｰｼｮﾝ。ｶｰｵｰﾃﾞｨｵ、ｶｰﾅ
ﾋﾞｹﾞｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ、ｺﾈｸﾃﾞｯﾄﾞｶｰ関 連 等 。

サムスン
完全子会社
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