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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 3,362 人）と比べると 75万 7,518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大阪支社では、2018 年 6 月時点の企業概要データベース

「COSMOS2」（約 147 万社収録）から近畿地区企業（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。4万 5,682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、「近畿大学」が 4,137 人で最多 となり、次いで「同志

社大学」（3,027人）、「関西大学」（2,944人）、「関西学院大学」（2,229人）となった 

 

２．上場企業社長の出身大学では、「同志社大学」が 28 人で最も多く 、次いで「慶應義塾大学」

（27人）、「関西学院大学」（25人）、「甲南大学」（20人）となった 

 

３．社長の出身大学を年商規模別に見ると、「10 億円未満」「10 億～50 億円未満」「50 億～100

億円未満」では「近畿大学」が最多 となった一方、「100億円～500億円未満」では「同志

社大学」、「500 億円以上」では「京都大学」「関西学院大学」が同数トップ となり、年商

規模による違いが見られた  

 

４．社長の出身大学を男女別に見ると、男性社長では「近畿大学」が最多、次いで「同志社大学」、

「関西大学」、「関西学院大学」の順にランクイン。他方、女性社長では「同志社大学」が最

多 で、「甲南女子大学」と続き、「武庫川女子大学」や「同志社女子大学」などの女子大学も

上位に入った 

特別企画：近畿地区社長出身大学分析（2018 年） 

 

社長の出身大学、近畿大学が最多 

～ 上場企業では、同志社大学が最多 ～ 
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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、「近畿大学」が 4,137人で最も多

く、「同志社大学」（3,027 人）、「関

西大学」（2,944 人）、「関西学院大

学」（2,229人）と続いた。また、「京

都大学」（748人）は 13 位、「神戸大

学」（681 人）は 18 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．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、「同

志社大学」が 28 人で最も多く、次

いで「慶應義塾大学」（27 人）、「関

西学院大学」（25 人）、「甲南大学」

（20人）となった。「京都大学」（17

人）のほか、「東京大学」・「大阪大

学」（16 人）、「神戸大学」（13 人）

など国立大学もトップ 10 にランク

インした。 

 

 

 

 

社長の出身大学上位30校 
順位 出身大学

社長数
（人）

順位 出身大学
社長数
（人）

1 近畿大学 4,137 16 早稲田大学 701

2 同志社大学 3,027 17 日本大学 697

3 関西大学 2,944 18 神戸大学 681

4 関西学院大学 2,229 18 大阪産業大学 681

5 甲南大学 2,019 20 外国の大学 638

6 立命館大学 1,881 21 大阪大学 634

7 大阪工業大学 1,373 22 大阪商業大学 630

8 京都産業大学 1,247 23 大阪芸術大学 436

9 大阪経済大学 905 24 神戸学院大学 429

10 大阪学院大学 894 25 大阪市立大学 369

11 慶應義塾大学 880 26 大阪電気通信大学 363

12 龍谷大学 773 27 大阪府立大学 355

13 京都大学 748 27 中央大学 355

14 桃山学院大学 716 29 東海大学 318

15 追手門学院大学 702 30 明治大学 311

上場企業社長の出身大学上位20校 
順位 出身大学

社長数
（人）

順位 出身大学
社長数
（人）

1 同志社大学 28 11 立命館大学 11

2 慶應義塾大学 27 12 近畿大学 10

3 関西学院大学 25 13 中央大学 6

4 甲南大学 20 13 桃山学院大学 6

5 京都大学 17 13 外国の大学 6

6 東京大学 16 16 大阪市立大学 5

6 大阪大学 16 16 大阪府立大学 5

8 関西大学 15 16 日本大学 5

9 早稲田大学 14 19 北海道大学 4

10 神戸大学 13 19 岡山大学 4

 
2 

©TEIKOKU DATABANK, LTD. 
 



                       特別企画: 近畿地区社長出身大学分析（2018 年） 
 

 2018/8/23 

  

3．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、「10 億円未満」「10億～50億円未満」「50億～100億円

未満」では「近畿大学」が最多となった一方、「100 億円～500 億円未満」では「同志社大学」が

トップ。また、「500 億円以上」では「京都大学」がトップとなったほか「東京大学」が 3 位にラ

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  

 

社長の出身大学を業歴別に見ると、「100 年以上」を除いて「近畿大学」が最多となった。「100

年以上」では「同志社大学」がトップとなった。また全ての項目で「近畿大学」と「関西大学」、

「同志社大学」、「関西学院大学」がトップ 5にランクインした。 

 

 

 

 

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 近畿大学 近畿大学 近畿大学 近畿大学 同志社大学

2 関西大学 関西大学 関西大学 同志社大学 甲南大学

3 同志社大学 同志社大学 同志社大学 関西大学 関西学院大学

4 関西学院大学 関西学院大学 関西学院大学 関西学院大学 近畿大学

5 甲南大学 立命館大学 立命館大学 甲南大学 関西大学

【業歴別】社長の出身大学上位5校 

【年商規模別】社長の出身大学上位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 近畿大学 近畿大学 近畿大学 同志社大学 京都大学

2 関西大学 同志社大学 同志社大学 関西学院大学 関西学院大学 (同1位)

3 同志社大学 関西大学 甲南大学 関西大学 東京大学

4 関西学院大学 甲南大学 関西学院大学 慶應義塾大学 慶應義塾大学 (同3位)

5 立命館大学 関西学院大学 慶應義塾大学 甲南大学 同志社大学
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5．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」から「60代」では「近畿大学」、「70代」

では「関西大学」、「80 歳以上」では「同志社大学」が最多となった。ランクインした大学のすべ

てが私立大学だった。 

 

6．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「近

畿大学」が最多、次いで「同志社大学」、「関西大学」、

「関西学院大学」の順にランクインした。男女合わせた

トップ 10の順位と変わらなかった。 

他方、女性社長では「同志社大学」が最多で、「甲南

女子大学」と続いた。「武庫川女子大学」や「同志社女

子大学」などの女子大学のほか、男性社長にはランクイ

ンしなかった「外国の大学」が３位にランクインしたほ

か「帝塚山学院大学」や「帝塚山大学」もランクインし

た。 
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【年代別】社長の出身大学上位5校
順位 40歳未満 40代 50代 60代 70代 80歳以上

1 近畿大学 近畿大学 近畿大学 近畿大学 関西大学 同志社大学

2 同志社大学 関西大学 同志社大学 同志社大学 同志社大学 関西大学

3 関西大学 同志社大学 関西大学 関西大学 関西学院大学 関西学院大学

4 大阪学院大学 甲南大学 関西学院大学 関西学院大学 近畿大学 立命館大学

5 立命館大学 関西学院大学 甲南大学 甲南大学 甲南大学 近畿大学

順位 男性 女性

1 近畿大学 同志社大学

2 同志社大学 甲南女子大学

3 関西大学 外国の大学

4 関西学院大学 武庫川女子大学

5 甲南大学 関西大学

6 立命館大学 同志社女子大学

7 大阪工業大学 関西学院大学

8 京都産業大学 帝塚山学院大学

9 大阪経済大学 甲南大学

10 大阪学院大学 帝塚山大学

【男女別】社長の出身大学上位10校 
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