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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 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、 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大阪支社は、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、近畿 2 府 4 県に本社を置く企業（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。約 4万 5000 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 4122 人で前年に引き続き 多となった。次

いで、「同志社大学」（2969 人）、「関西大学」（2908 人）、「関西学院大学」（2123 人）、「甲南大学」

（1952 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 33 人で も多く、次いで「関西学院大学」（25

人）、「慶應義塾大学」（22 人）、「京都大学」（21 人）、「甲南大学」（21 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「近畿大学」が 多

となった一方、「50 億～100 億円未満」「100 億～500 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「関西大学」、「出向」では「同志社

大学」が 多となった 

特別企画：近畿地区社長出身大学分析（2019 年） 

社長の出身大学、近畿大学がトップ 

～ 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 4122 人

で も多く、「同志社大学」

（2969 人）、「関西大学」（2908

人）、「関西学院大学」（2123

人）、「甲南大学」（1952 人）と

続いた。前年と比べ上位 10 校

の顔ぶれに変動はなかったも

のの、「大阪学院大学」（917 人）

と「大阪経済大学」（892 人）は

前年から順位が入れ替わった。 

 国立・公立大学のなかでトッ

プは「京都大学」（722 人）。私

立大学は学生数が多く、社長数

もそれに比例していることが示唆される。また、上位 10 校はすべて近畿地方の大学で、30 校中 24

校と 8割を近畿の大学が占める。 
 
 
 
 
 

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 33 人で も多く、次い

で「関西学院大学」（25 人）、「慶應義

塾大学」（22 人）、「京都大学」（21 人）、

「甲南大学」（21 人）となった。 

 「京都大学」のほか、「東京大学」（17

人）や「神戸大学」（15 人）、「大阪大

学」（14 人）など国立大学もトップ 10

にランクインした。 

 

 

 

上場企業社⻑の出⾝⼤学上位23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 33 13 日本大学 7

2 関西学院大学 25 14 中央大学 6

3 慶應義塾大学 22 14 桃山学院大学 6

4 京都大学 21 16 一橋大学 5

4 甲南大学 21 16 大阪市立大学 5

6 関西大学 18 16 大阪府立大学 5

7 東京大学 17 19 京都工芸繊維大学 4

7 早稲田大学 17 19 岡山大学 4

9 神戸大学 15 19 京都産業大学 4

10 大阪大学 14 19 大阪経済大学 4

11 立命館大学 10 19 大阪工業大学 4

12 近畿大学 9

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） 近畿大学 4,122 16（15） 追手門学院大学 702

2（2） 同志社大学 2,969 17（18） 大阪産業大学 696

3（3） 関西大学 2,908 18（18） 神戸大学 694

4（4） 関西学院大学 2,123 19（16） 早稲田大学 683

5（5） 甲南大学 1,952 20（22） 大阪商業大学 629

6（6） 立命館大学 1,858 21（21） 大阪大学 627

7（7） 大阪工業大学 1,336 22（23） 大阪芸術大学 453

8（8） 京都産業大学 1,253 23（24） 神戸学院大学 434

9（10） 大阪学院大学 917 24（25） 大阪市立大学 377

10（9） 大阪経済大学 892 25（26） 大阪電気通信大学 366

11（11） 慶應義塾大学 841 26（27） 中央大学 355

12（12） 龍谷大学 787 27（27） 大阪府立大学 333

13（13） 京都大学 722 28（29） 東海大学 309

14（14） 桃山学院大学 717 29（30） 明治大学 306

15（17） 日本大学 704 30（33） 摂南大学 305

※（）内は前年の順位

※外国の大学（前年は638人で20位、今年は682人）を除く
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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「近畿大学」が 多となった。

一方、「50 億～100 億円未満」と「100 億～500 億円未満」では「同志社大学」がトップとなった。

また、「500 億円以上」では「京都大学」「東京大学」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「近畿大学」が 多となった。「100 年以上」の老舗企業

では「同志社大学」がトップ。また、全ての項目で「近畿大学」「同志社大学」「関西大学」「関西学

院大学」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」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 多となった。前年結果と比べると、「40 歳未満」では「大阪学

院大学」に代わり新たに「関西学院大学」が 5位にランクイン。「70 代」では「近畿大学」と「関西

学院大学」の順位が入れ替わった。また、ランクインした大学のすべてが私立大学だった。 

 

 

 

 

 

 

 

【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 近畿大学 近畿大学 同志社大学 同志社大学 京都大学

2 関西大学 同志社大学 近畿大学 慶應義塾大学 関西大学（同1位）

3 同志社大学 関西大学 甲南大学 関西学院大学 慶應義塾大学

4 関西学院大学 関西学院大学 関西学院大学 関西大学 同志社大学（同3位）

5 立命館大学 甲南大学 関西大学 甲南大学 東京大学

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 近畿大学 近畿大学 近畿大学 近畿大学 同志社大学

2 同志社大学 関西大学 関西大学 同志社大学 甲南大学

3 関西大学 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 甲南大学 近畿大学

5 立命館大学 立命館大学 立命館大学 関西学院大学 関西大学

【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 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 近畿大学 関西学院大学

4 立命館大学 甲南大学 関西学院大学 関西学院大学 関西学院大学 立命館大学

5 関西学院大学 関西学院大学 甲南大学 甲南大学 甲南大学 近畿大学
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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「関西大学」、「出向」では

「同志社大学」、それ以外は「近畿大学」が 多となった。国立大学は「出向」の 4位で「大阪大学」、

5位で「神戸大学」、「分社化の一環」の 5位で「京都大学」がランクインした。 

 

 

 

 

【内容に関する問い合わせ先】  

株式会社帝国データバンク 大阪支社 担当：升野 大 

TEL 06－6441－3100  FAX 06－6445－9532 

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 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 近畿大学

2 関西大学 同志社大学 同志社大学 関西大学 近畿大学 関西大学 関西大学

3 同志社大学 関西大学 関西大学 同志社大学 関西学院大学 関西学院大学 同志社大学

4 立命館大学 甲南大学 立命館大学 立命館大学 同志社大学 大阪大学 関西学院大学

5 関西学院大学 関西学院大学 慶應義塾大学 関西学院大学 立命館大学 神戸大学 京都大学

【就任経緯別】社⻑の出⾝⼤学上位5校 


