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はじめに 
 

少子化が進む一方、大学進学率は上昇基調にあり国内大学の学生数は増加している。文部科学省

によると、2018 年度の大学（学部）進学率は 53.3％と過去最高を記録。大学学生数も 290 万 9159 人

と前年度と比べ約 1 万 8000 人の増加となった。企業では、大卒社長の割合が増加するなか、最近で

は、大学在学中や卒業後すぐに起業するケースなどもあり、大学を卒業したばかりの若い経営者の

活躍も目立っている。 

 

こうしたなか帝国データバンクは、2019 年 6 月時点の企業概要データベース「COSMOS2」（約 147

万社収録）から企業（個人、非営利、公益法人等除く）の社長出身大学データを抽出。約 27 万 4000

人の出身大学をランキング形式で集計した。 
 
 
 
 
 

調査結果（要旨） 
 

１．社長の出身大学上位 30 校を見ると、「日本大学」が 2万 741 人で最多となった。次いで、「慶應

義塾大学」（1 万 669 人）、「早稲田大学」（1 万 84 人）、「明治大学」（8697 人）、「中央大学」（7528

人）となった 

 

２．上場企業社長の出身大学では、「慶應義塾大学」が 264 人で最も多く、次いで「早稲田大学」（187

人）、「東京大学」（175 人）、「京都大学」（80 人）、「日本大学」（77 人）となった 

 

３．企業の年商規模別に見ると、「10 億円未満」と「10 億～50 億円未満」では「日本大学」が最多

となった一方、年商 50 億円以上では全てのレンジで「慶應義塾大学」がトップとなり、年商

規模による違いが見られた 

 

４．社長の出身大学を就任経緯別に見ると、「外部招へい」では「慶應義塾大学」、「出向」では「早

稲田大学」が最多となった 

特別企画：全国社長出身大学分析（2019 年） 

社長の出身大学、日本大学がトップ 

～ 40 歳未満の社長の出身大学は、慶應義塾大学が最多 ～ 
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1．出身大学別ランキング  

 

 社長の出身大学上位 30 校を見ると、

「日本大学」が 2 万 741 人で最も多く、

「慶應義塾大学」（1 万 669 人）、「早稲

田大学」（1 万 84 人）、「明治大学」（8697

人）、「中央大学」（7528 人）と続いた。

前年と比べ上位 5 校の順位に変動はな

かったものの、「近畿大学」（6274 人）

と「法政大学」（6196 人）は前年から順

位が入れ替わった。 

 また、「東京大学」（2627 人）は前年

より一つ順位を上げ 19 位、「京都大学」

（1820 人）は 29 位となった。上位に

は、学生数が多い私立大学が目立つな

か、国立大学では上記 2 校がランクイ

ンした。 

 
 
 
 

2．上場企業社長の出身大学別ランキング  

 

 上場企業社長の出身大学では、「慶應義塾

大学」が 264 人で最も多く、次いで「早稲

田大学」（187 人）、「東京大学」（175 人）、

「京都大学」（80 人）、「日本大学」（77 人）

となった。 

 上位 30 校のなかでは、「東京大学」と「京

都大学」のほか、「一橋大学」（48 人）や「大

阪大学」（46 人）、「神戸大学」（33 人）、「九

州大学」（26 人）、「東北大学」（24 人）、「名

古屋大学」（23 人）、「横浜国立大学」（22 人）、

「北海道大学」（20 人）、「東京工業大学」（19

人）といった、国立大学のランクインが目

立った。 

上場企業社⻑の出⾝⼤学上位30校 

順位 出身大学
社長数

（人）
順位 出身大学

社長数

（人）

1 慶應義塾大学 264 16 神戸大学 33

2 早稲田大学 187 17 東海大学 28

3 東京大学 175 17 東京理科大学 28

4 京都大学 80 19 九州大学 26

5 日本大学 77 20 甲南大学 25

6 中央大学 66 21 東北大学 24

6 明治大学 66 21 学習院大学 24

8 同志社大学 60 23 名古屋大学 23

9 一橋大学 48 23 立命館大学 23

10 大阪大学 46 25 横浜国立大学 22

11 青山学院大学 43 25 近畿大学 22

12 関西大学 42 27 北海道大学 20

13 法政大学 41 27 上智大学 20

13 立教大学 41 29 東京工業大学 19

15 関西学院大学 39 30 成城大学 18

社⻑の出⾝⼤学上位30校 

順位 出身大学
社長数

（人）
順位 出身大学

社長数

（人）

1(1) 日本大学 20,741 16(16) 福岡大学 2,859

2(2) 慶應義塾大学 10,669 17(17) 東洋大学 2,814

3(3) 早稲田大学 10,084 18(18) 駒澤大学 2,748

4(4) 明治大学 8,697 19(20) 東京大学 2,627

5(5) 中央大学 7,528 20(19) 甲南大学 2,536

6(7) 近畿大学 6,274 21(21) 神奈川大学 2,431

7(6) 法政大学 6,196 22(22) 名城大学 2,425

8(8) 東海大学 5,750 23(23) 東京理科大学 2,227

9(9) 同志社大学 5,204 24(24) 京都産業大学 2,157

10(10) 関西大学 4,134 25(25) 愛知学院大学 2,071

11(11) 青山学院大学 3,922 26(26) 東京農業大学 1,977

12(12) 専修大学 3,881 27(27) 明治学院大学 1,862

13(13) 立教大学 3,666 28(28) 大阪工業大学 1,842

14(14) 立命館大学 3,528 29(29) 京都大学 1,820

15(15) 関西学院大学 3,167 30(30) 東北学院大学 1,733

※（）内は前年の順位
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3．年商規模別ランキング  

年商規模別に見ると、「10 億円未満」と「10 億～50 億円未満」では「日本大学」が最多となった。

一方、年商 50 億円以上では「慶應義塾大学」がトップとなった。また、「100 億～500 億円未満」で

は「東京大学」、「500 億円以上」では「京都大学」がランクインし、年商規模が上がるにつれ国立上

位校がランクインする傾向が見られた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

4．業歴別ランキング  

業歴別に見ると、「100 年以上」を除いて「日本大学」が最多となった。「100 年以上」の老舗企業

では「慶應義塾大学」がトップとなったほか、「同志社大学」が 5 位にランクイン。また全ての項目

で「日本大学」、「慶應義塾大学」、「早稲田大学」、「明治大学」がトップ 5 に入った。 

 

 

 

 

 

 

 

5．年代別ランキング  

社長の年代別に見ると、「40 歳未満」では「慶應義塾大学」が最多となり、40 代以上では「日本大

学」が最多となった。前年結果と比べると、「40 歳未満」では「東京大学」に変わり新たに「法政大

学」が 5 位にランクイン。また、「50 代」では「東海大学」と「慶應義塾大学」、「80 歳以上」では

「日本大学」と「早稲田大学」の順位が入れ替わった。 

 

 

 

 

 

 

 

【年商規模別】社⻑の出⾝⼤学上位5校 

順位 10億円未満
10億～

50億円未満

50億～

100億円未満

100億～

500億円未満
500億円以上

1 日本大学 日本大学 慶應義塾大学 慶應義塾大学 慶應義塾大学

2 早稲田大学 慶應義塾大学 日本大学 早稲田大学 東京大学

3 慶應義塾大学 早稲田大学 早稲田大学 日本大学 早稲田大学

4 明治大学 明治大学 明治大学 東京大学 京都大学

5 中央大学 中央大学 中央大学 明治大学 中央大学

順位 10年未満 10～30年未満 30～50年未満 50～100年未満 100年以上

1 日本大学 日本大学 日本大学 日本大学 慶應義塾大学

2 早稲田大学 早稲田大学 早稲田大学 慶應義塾大学 日本大学

3 慶應義塾大学 慶應義塾大学 中央大学 明治大学 早稲田大学

4 明治大学 中央大学 慶應義塾大学 早稲田大学 明治大学

5 中央大学 明治大学 明治大学 近畿大学 同志社大学

【業歴別】社⻑の出⾝⼤学上位5校 

【年代別】社⻑の出⾝⼤学上位5校

順位 40歳未満 40代 50代 60代 70代 80歳以上

1 慶應義塾大学 日本大学 日本大学 日本大学 日本大学 日本大学

2 日本大学 早稲田大学 早稲田大学 慶應義塾大学 慶應義塾大学 早稲田大学

3 早稲田大学 慶應義塾大学 明治大学 早稲田大学 早稲田大学 明治大学

4 明治大学 明治大学 東海大学 明治大学 中央大学 中央大学

5 法政大学 近畿大学 慶應義塾大学 近畿大学 明治大学 慶應義塾大学
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（ 内容に関する問い合わせ先 ） 

（株）帝国データバンク 

 データソリューション企画部 情報統括課   

担当：西本 実生 

 TEL 03-5775-3073  FAX 03-5775-3169 

MAIL miki.nishimoto@mail.tdb.co.jp 

6．就任経緯別ランキング  

社長の就任経緯別に見ると、経営者を社外から招く「外部招へい」では「慶應義塾大学」、「出向」

では「早稲田大学」、それ以外は「日本大学」が最多となった。「外部招へい」で 4 位、「出向」で 3

位となった「東京大学」が国立大学で唯一ランクインした。 

 

 

 

 

 

当レポートの著作権は株式会社帝国データバンクに帰属します。 

当レポートはプレスリリース用資料として作成しております。報道目的以外の利用につきましては、著作権法の範囲内で

ご利用いただき、私的利用を超えた複製および転載を固く禁じます。 

順位 創業者 同族継承 買収 内部昇格 外部招へい 出向 分社化の一環

1 日本大学 日本大学 日本大学 日本大学 慶應義塾大学 早稲田大学 日本大学

2 早稲田大学 慶應義塾大学 慶應義塾大学 慶應義塾大学 早稲田大学 慶應義塾大学 慶應義塾大学

3 慶應義塾大学 早稲田大学 早稲田大学 早稲田大学 日本大学 東京大学 早稲田大学

4 中央大学 明治大学 明治大学 明治大学 東京大学 日本大学 明治大学

5 明治大学 近畿大学 中央大学 中央大学 中央大学 明治大学 中央大学

【就任経緯別】社⻑の出⾝⼤学上位5校 


