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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 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。一方、各種調査によれば、地方部の地元進学率は低位にとどまっており、人口流出の一要因と

なっている。 

帝国データバンク福岡支店では、企業概要データベース「COSMOS2」（約 147万社収録）から九州・

沖縄地区（以下、九州）に本社を置く企業（個人、非営利、公益法人等除く）の社長出身大学データ

を抽出し、出身大学をランキング形式で集計した。データは 2018 年６月時点。 
 
 
 
 
 

調査結果（要旨） 
 

１．社長の出身大学上位 30 校を見ると、「福岡大学」が 2302 人で最多となり、「日本大学」（1167人）、

「九州産業大学」（1091人）、「西南学院大学」（643人）と続いた 

 

２．社長の出身大学を都道府県別に見ると、「福岡県」「佐賀県」「長崎県」「大分県」では「福岡大学」

が最多 

 

３．社長の出身大学を年商規模別に見ると、「1億円未満」「1億円以上 10億円未満」「10億円以上

50億円未満」「50 億円以上 100億円未満」「500億円以上 1000 億円未満」で「福岡大学」が最

多となった  

 

４．社長の出身大学を男女別に見ると、男性社長では「福岡大学」が最多、以下「日本大学」、「九州

産業大学」、「西南学院大学」の順にランクイン。他方、女性社長では「福岡大学」が最多で、「外

国の大学」、「活水女子短期大学」と続いた 

特別企画：九州・沖縄地区の社長出身大学分析（2018 年） 

福岡大学が 2302 人で最多 
～ 九州以外の大学は上位 30 位内に 13 校 ～ 
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特別企画：九州・沖縄地区の社長出身大学分析（2018 年） 

  

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、

「福岡大学」が 2302人で最も多く、「日

本大学」（1167 人）、「九州産業大学」

（1091 人）、「西南学院大学」（643人）

と続いた。また、国立・公立でトップの

「九州大学」（488 人）は全体で９位と

なった。 

上位 30 校のうち 13 校を九州域外の

大学が占めている。上位校は福岡エリ

アと首都圏、近畿圏に集中しており、就

学のために一旦、地元から離れた社長

が多かったことがうかがえる。 

 

 

出身大学上位３校の社長就任経緯を見ると、３校とも「同族承継」の割合が最も高く、そのなかで

も「日本大学」は 61.3％と全体の平均（49.7％）を 11.6 ポイント上回った。また、「九州産業大学」

の出身社長は「創業者」（33.8％）と「内部昇格」（9.9％）の割合が 3校の中で最も高い結果となっ

た。 

「創業者」の割合を見ると、「福岡大学」と「九州産業大学」が全体の平均（31.2％）を上回って

いるように、地元の大学ほど割合が高位となる傾向がある。他方、「日本大学」は 23.3％と低い値を

示したように、特に上位に入った首都圏の大学では割合が低くなった。 
 

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 福岡大学 2,302 16 鹿児島大学 279

2 日本大学 1,167 17 専修大学 268

3 九州産業大学 1,091 18 青山学院大学 259

4 西南学院大学 643 19 琉球大学 259

5 慶應義塾大学 565 20 熊本大学 258

6 明治大学 561 21 鹿児島国際大学 257

7 早稲田大学 553 22 同志社大学 255

8 熊本学園大学 505 23 九州国際大学 249

9 九州大学 488 24 福岡工業大学 237

10 中央大学 459 25 外国の大学 236

11 東海大学 394 26 長崎大学 234

12 近畿大学 341 27 日本経済大学 227

13 法政大学 327 28 駒澤大学 222

14 久留米大学 303 29 沖縄国際大学 219

15 崇城大学 296 30 北九州市立大学 205

創業者

33.3％

同族承継

49.6％

内部昇格

8.6％

出向

0.9％
その他

7.5％

福岡大学出身社長の就任経緯

創業者

23.3％

同族承継

61.3％

内部昇格

8.6％

出向

1.0％ その他

5.7％

日本大学出身社長の就任経緯

創業者

33.8％

同族承継

50.1％

内部昇格

9.9％

出向

0.4％ その他

5.9％

九州産業大学出身社長の就任経緯
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特別企画：九州・沖縄地区の社長出身大学分析（2018 年） 

  

2．都道府県別ランキング  

 

社長の出身大学を都道府県別に見ると、「福岡県」「佐賀県」「長崎県」「大分県」では「福岡大学」

が最多。「熊本県」は「熊本学園大学」、「宮崎県」は「日本大学」、「鹿児島県」は「鹿児島国際大学」、

「沖縄県」は「琉球大学」が最多となった。また、全８県で「福岡大学」「日本大学」がトップ 5に

ランクインした。 

 

 

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、「100億円以上 500億円未満」と「1000億円以上」を除く

５項目で「福岡大学」が最多。「100億円以上 500億円未満」「1000億円以上」では「慶應義塾大学」

がトップとなった。 

 

 

 

4．業歴別ランキング  

 

社長の出身大学を業歴別に見ると、「福岡大学」が全ての項目で最多となった。 

 

 

 

【年商規模別】社長の出身大学上位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～

500億円未満
500億～

1000億円未満
1000億円以上

1 福岡大学 福岡大学 福岡大学 福岡大学 慶應義塾大学 福岡大学 慶應義塾大学

2 九州産業大学 九州産業大学 日本大学 早稲田大学 早稲田大学 日本大学 東京大学

3 日本大学 日本大学 慶應義塾大学 日本大学 九州大学 早稲田大学 明治大学

4 西南学院大学 西南学院大学 九州産業大学 慶應義塾大学 福岡大学 明治大学 九州大学

5 熊本学園大学 明治大学 西南学院大学 九州大学 日本大学 法政大学 青山学院大学

【業歴別】社長の出身大学上位5校 

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 福岡大学 福岡大学 福岡大学 福岡大学 福岡大学

2 九州産業大学 九州産業大学 日本大学 日本大学 慶應義塾大学

3 日本大学 日本大学 九州産業大学 九州産業大学 日本大学

4 西南学院大学 西南学院大学 西南学院大学 明治大学 明治大学

5 外国の大学 熊本学園大学 中央大学 慶應義塾大学 早稲田大学

【都道府県別】社長の出身大学上位5校

順位 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県

1 福岡大学 福岡大学 福岡大学 熊本学園大学 福岡大学 日本大学 鹿児島国際大学 琉球大学

2 九州産業大学 日本大学 日本大学 崇城大学 日本大学 福岡大学 日本大学 沖縄国際大学

3 西南学院大学 九州産業大学 長崎大学 日本大学 大分大学 宮崎大学 鹿児島大学 日本大学

4 日本大学 佐賀大学 慶應義塾大学 福岡大学 九州産業大学 法政大学 福岡大学 沖縄大学

5 九州大学 早稲田大学 長崎総合科学大学 九州東海大学 明治大学 九州産業大学 中央大学 外国の大学
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特別企画：九州・沖縄地区の社長出身大学分析（2018 年） 

  

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、「80歳以上」を除く５項目で「福岡大学」が最多。ラン

クインした大学は全て私立大学となった（外国の大学を除く）。 

 

 

 

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「福岡大学」が最多で、全体と同じ

大学が名を連ねた。 

女性社長は「福岡大学」が最多である点は

男性社長と同じだが、「外国の大学」、「活水

女子短期大学」が続いたように、女子大学

や短期大学出身が多い傾向にある。 

このように、男性社長の出身大学は、地元

と首都圏の二極化が目立った一方、女性社

長は「外国の大学」を除く９校が全て九州

の大学で構成されており、地元や九州にと

どまりやすい傾向にあることが指摘できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【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 福岡大学 福岡大学 福岡大学 福岡大学 福岡大学 中央大学

2 九州産業大学 九州産業大学 九州産業大学 日本大学 日本大学 福岡大学

3 外国の大学 日本大学 日本大学 九州産業大学 慶應義塾大学 早稲田大学

4 日本大学 外国の大学 西南学院大学 西南学院大学 早稲田大学 日本大学

5 日本経済大学 熊本学園大学 東海大学 慶應義塾大学 中央大学 明治大学

順位 男性 女性

1 福岡大学 福岡大学

2 日本大学 外国の大学

3 九州産業大学 活水女子短期大学*1

4 西南学院大学 香蘭女子短期大学

5 慶應義塾大学 九州大学

6 明治大学 筑紫女学園大学短期大学部*2

7 早稲田大学 西南学院大学

8 熊本学園大学 西南女学院大学短期大学部

9 九州大学 中村学園大学短期大学部

10 中央大学 琉球大学

*1　2005年に閉学

*2　2016年に閉学

【男女別】社長の出身大学上位10校 
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特別企画：九州・沖縄地区の社長出身大学分析（2018 年） 

  

7．まとめ 

 

九州企業の社長の出身大学は、「福岡大学」が 2302 人で最多となったが、上位 30 校中 13 校が九

州域外の大学であることがわかった。県別では地元の大学が最多になったのは福岡・熊本・鹿児島・

沖縄の４県。進学のために福岡エリアや首都圏へ一旦、転出した社長が多かったことがうかがえる。 

帝国データバンク福岡支店が 2017 年 12 月 5 日に発表した特別企画「後継者問題に関する九州企

業の実態調査」によると、九州企業の後継者不在率は 60.7％と過去最高を更新した。後継者問題は

中小・零細企業における大きな経営課題の一つとなっているが、九州域外の大学への進学志向も依

然として強い。特に地方出身者が福岡や東京などから地元に戻らなければ後継者不足の深刻化、社

長平均年齢の上昇を通じて地域経済の衰退に拍車がかかる恐れがある。 

出身大学別に社長就任経緯をみると、首都圏の大学では「創業者」の割合が低位にとどまる傾向

が見られた。こうした点からも、九州から転出した学生が地元に戻っていないケースが多い可能性

を指摘できる。他方、各大学は、少子化や大学間の学生獲得競争という課題に直面している。人口流

出に歯止めをかける重要な役割を担っており、知名度の高い教授の招へいや新たな学部・学科の新

設・改組、地域と密着したユニークな教育の導入、地元の企業や自治体と連携したカリキュラムの

立案など、存続に向けて独自の経営戦略を立てることで、「行ける大学」から「行きたい大学」とし

て選ばれるよう常に変化していかなければならない。 

休廃業・解散件数が減らないなか、地域経済の活性化には起業家を育てていくことが欠かせない。

今後、大学が果たす役割のひとつとして「起業家育成」が浮上しており、そうしたスタートアップ企

業を誘致し、成長を後押しする行政の役割も重要になる。産・学・官の連携度合いが地域経済浮沈の

カギを握ることになろう。 

 

 

 

 

 

【内容に関する問い合わせ先】 

株式会社帝国データバンク 福岡支店情報部 担当：永田憲哉 

TEL：092-738-7779  FAX：092-738-8687 

 

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。 
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