
2018/8/17

水戸支店
茨城県水戸市泉町１－２－４

水戸泉町第一生命ビル７Ｆ

TEL: 029-221-3717

http://www.tdb.co.jp/

 

1 ©TEIKOKU DATABANK, LTD.  

 

 

 

 

 

 

 

はじめに 

国内大学の学生数が年々増加している。文部科学省によると、2017 年の大学学生数は 289 万 880

人。1990 年（213 万 3362 人）と比べると 75 万 7518 人の増加で、大学進学率も上昇傾向で推移し

ている。学生数の増加に比例して大卒の社長の数も増加していることが見込まれる。 

 

こうしたなか帝国データバンクは、2018 年 6 月時点の企業概要データベース「COSMOS2」（約 147

万社収録）から茨城県内企業（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、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 461 人で最多となり、次いで「明治大学」 

（149 人）、「早稲田大学」（120 人）、「中央大学」（107 人）となった。なお、「茨城大学」（81 人） 

は 6 位、「筑波大学」（46 人）は 14 位であった 

 

2.年商規模別に見ると、「1億円未満」「1億～10 億円未満」「10 億～50 億円未満」「50 億～100 億 

 円未満」「100 億円以億円以上」すべての規模で「日本大学」がトップとなった。「50 億～100 億 

 円未満」は「成蹊大学」が「日本大学」と並んで首位となった。年商規模別で上位にランクイン 

 した茨城県内の大学は「茨城大学」のみであった 

 

3.業歴別に見ると、「10 年未満」「10～30 年未満」「30～50 年未満」「50～100 年未満」「100 年以 

上」すべての業歴別で「日本大学」が最多となった。「10 年未満」では「筑波大学」2位、「茨城 

大学」4位、「10～30 年未満」では「茨城大学」3位、「筑波大学」5位であった 

 

4.年代別に見ると、「40 歳未満」では「筑波大学」が最多となり、「40 代」から「70 代」では「日 

本大学」、「80 歳以上」では「明治大学」が最多であった 

 

5.男女別に見ると、男性社長では「日本大学」が最多、次いで「明治大学」、「早稲田大学」、「中央 

大学」、「慶應義塾大学」の順となった。また、女性社長は「茨城キリスト教大学短期大学部」、 

「常磐短期大学」、「聖徳大学短期大学部」が同数で最多であった 

特別企画 ：茨城県社長出身大学分析（2018 年） 

社長の出身大学、日本大学が最多 

～ 女性社長の出身校は地元の短期大学や女子大学が上位 ～ 
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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 461 人で最も多く、「明治

大学」（149 人）、「早稲田大学」（120 人）、

「中央大学」（107 人）と続いた。また、

「茨城大学」（81 人）は 6位、「筑波大学」

（46 人）は 14 位となった。国立・公立

大学に比べ、私立大学は学生数が多く、

社長数もそれに比例している事が示唆さ

れる。 

 

 

 

 

 

 

2. 年商規模別ランキング 

 

社長の出身大学を年商規模別に見ると、「1 億円未満」「1 億～10 億円未満」「10 億～50 億円未

満」「50 億～100 億円未満」「100 億円以上」すべての年商規模で「日本大学」がトップとなった。

なお、「50 億～100 億円未満」では「成蹊大学」が「日本大学」と並んで首位、「中央大学」「東海

大学」「明治大学」「早稲田大学」4 校は同数の 3 位にランクインした。また、「100 億円以上」で

は「慶應義塾大学」「成蹊大学」が同数の 3 位、「茨城大学」「信州大学」「拓殖大学」「中央大学」

「明治大学」「愛知学院大学」6 校が同数の 5 位にランクインした。年商規模別で上位にランクイ

ンした茨城県内の大学は「茨城大学」のみであった。 

 

 

【年商規模別】社⻑の出⾝⼤学上位5校 

順位 1億円未満
1億～

10億円未満
10億～

50億円未満
50億～

100億円未満
100億円以上

1 日本大学 日本大学 日本大学 日本大学・成蹊大学 日本大学

2 明治大学 明治大学 早稲田大学 - 早稲田大学

3 早稲田大学 中央大学 慶應義塾大学 中央大学・東海大学ほか２校 慶應義塾大学・成蹊大学

4 茨城大学 早稲田大学 明治大学 - -

5 中央大学 慶應義塾大学 中央大学 - 茨城大学・信州大学ほか４校

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 日本大学 461 16 立教大学 45

2 明治大学 149 17 流通経済大学 43

3 早稲田大学 120 18 國學院大学 38

4 中央大学 107 19 帝京大学 37

5 慶応義塾大学 82 20 千葉工業大学 36

6 茨城大学 81 21 東京理科大学 36

7 法政大学 80 22 国士舘大学 35

8 東洋大学 76 23 芝浦工業大学 35

9 専修大学 73 24 外国の大学 34

10 東海大学 67 25 工学院大学 33

11 駒沢大学 54 26 拓殖大学 33

12 千葉商科大学 50 27 足利大学 30

13 青山学院大学 48 28 中央学院大学 29

14 筑波大学 46 29 神奈川大学 28

15 東京農業大学 46 30 成蹊大学 27
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3. 業歴別ランキング 

 

社長の出身大学を業歴別に見ると、「10 年未満」「10～30 年未満」「30～50 年未満」「50～100 年

未満」「100 年以上」すべての業歴別で「日本大学」が最多となった。「10 年未満」では地元の「筑

波大学」が 2位、「茨城大学」が 4位、「10～30 年未満」では「茨城大学」が 3位、「筑波大学」が

5位にランクインした。また、すべての業歴において「日本大学」と「早稲田大学」の 2校がトッ

プ 5にランクインした。 

 

 

 

 

4. 年代別ランキング 

 

社長の出身大学を社長の年代別に見ると、「40 歳未満」では「筑波大学」が最多となり、「40

代」から「70 代」では「日本大学」、「80 歳以上」では「明治大学」が最多となった。ランクイ

ンした大学の多くは東京都内の私立大学だが、「40 歳未満」では茨城県内の大学（国立大学 2

校、私立大学 2校）がランクインしている点が興味深い。なお、「40 歳未満」5位は「流通経済

大学」のほか「城西大学」「慶應義塾大学」「専修大学」「中央大学」「東京農業大学」「東洋大

学」「産業能率大学」「ものつくり大学」の 9校がランクインした。 

 

 

 

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 日本大学

2 筑波大学 明治大学 中央大学 明治大学 明治大学

3 早稲田大学 茨城大学 明治大学 早稲田大学 早稲田大学

4 茨城大学 早稲田大学 東洋大学 中央大学 慶應義塾大学

5 東洋大学 筑波大学 早稲田大学 慶應義塾大学 立教大学

【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 筑波大学 日本大学 日本大学 日本大学 日本大学 明治大学

2 常磐大学 帝京大学 明治大学 明治大学 中央大学 中央大学

3 日本大学 外国の大学 専修大学 早稲田大学 明治大学 慶應義塾大学

4 茨城大学 茨城大学 東海大学 中央大学 早稲田大学 日本大学

5 流通経済大学ほか8校 東洋大学 早稲田大学 東洋大学 慶應義塾大学 早稲田大学
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5. 男女別ランキング 

 

社長の出身大学を男女別に見ると、男性社長では「日本大学」が最多、次いで「明治大学」、「早

稲田大学」、「中央大学」、「慶應義塾大学」、「茨城大学」の順にランクインした。 

女性社長は「茨城キリスト教大学短期大学部」、「常磐短期大学」、「聖徳大学短期大学部」が同数

で最多、「筑波大学」、「茨城キリスト教大学」、「共立女子大学」、「日本女子大学」、「法政大学」、

「常磐大学」と続いた。「共立女子大学」や「日本女子大学」などの女子大学、男性社長にはラン

クインしなかった「茨城キリスト教大学」といったミッション系大学のほか短期大学など地域色

の強い出身校が目立った。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

【 内容に関する問い合わせ先 】 

 

 

順位 男性 順位 女性

1 日本大学 1 茨城キリスト教大学短期大学部

2 明治大学 1 常磐短期大学

3 早稲田大学 1 聖徳大学短期大学部

4 中央大学 4 筑波大学

5 慶應義塾大学 5 茨城キリスト教大学

6 茨城大学 6 共立女子大学

7 法政大学 7 日本女子大学

8 東洋大学 8 法政大学

9 専修大学 9 常磐大学

10 東海大学 10 東京理科大学・淑徳大学短期大学部

【男⼥別】社⻑の出⾝⼤学上位10校 

 【内容に関する問い合わせ先】  

株式会社帝国データバンク 水戸支店 

TEL 029-221-3717 FAX 029-232-0272 

 

当リリース資料の詳細なデータは景気動向調査専用 HP（http://www.tdb-di.com）をご参照下さい。 

リリース資料以外の集計・分析については、お問い合わせ下さい（一部有料の場合もございます）。

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
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