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■ＴＯＰ１０ 

順位 前年順位 氏名            （企業名）※商号略 得票数 

１位 （2 位） 孫 正義 氏 （ソフトバンク社長） １０８

２位 （4 位） 豊田 章男 氏 （トヨタ自動車社長） ６３

３位 （11 位） 三木谷 浩史 氏 (楽天会長兼社長) ４３

４位 （1 位） 稲盛 和夫 氏 （日本航空名誉会長） ２２

５位 ★ 加藤 薰 氏              (ＮＴＴドコモ社長) １３

６位 （5 位） ティム・クック 氏 （米アップルＣＥＯ） １１

７位 （3 位） 柳井 正 氏  (ファーストリテイリング会長兼社長) １０

〃 ★ 森川 亮 氏  （ＬＩＮＥ社長） 〃

９位 （26 位） 岡田 元也 氏  （イオン社長兼ＣＥＯ） ９

１０位 （19 位） 永守 重信 氏  （日本電産社長） ８

〃 ★ 高岡 浩三 氏      (ネスレ日本社長兼ＣＥＯ) 〃

【 初得票・トップ１０入り 】加藤 薰 氏 (ＮＴＴドコモ)／森川 亮 氏 (ＬＩＮＥ)／高岡 浩三 氏(ネスレ日本)

【来年注目の会社】 「トヨタ自動車」が 1位

「環境や太陽光などの取り組みの姿が、最優秀にふさわしい」（４４歳／運輸業／東京）

「時代を先取りしている。外国企業買収にも積極的」（５６歳／製造業／静岡）

「経営の天才ではないでしょうか」（５２歳／製造業／埼玉）

 

 

 

 

次々と新しい戦略を打ち出した功績が評価され 

孫 正義 氏 (２年ぶり３回目) 

(学)産業能率大学の年末恒例調査(第６回) 

社長が選ぶ 今年の社長 ２０１３ 

※２０１３年内に「社長」「会長」「ＣＥＯ」など経営トップに就いた実績があれば有効※各氏への評価コメントは別紙 

※★＝今回初めて得票し(過去に得票なし)、トップ１０入り。 
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お問い合わせ先 
企画広報部企画広報課 松田 
電話：03-3704-9040、ﾌｧｸｽ：03-3704-9404 
〒158-8630 東京都世田谷区等々力 6-39-15

 

 

 

 

【調査概要】 

調査対象：従業員数１０人以上の企業経営者５０８人 

有効回答：４０４（業種等はＰ.４） 

調査期間：１１月８日～１１月１５日の８日間 

調査方法：インターネット調査  

自由回答で今年の最優秀経営者を尋ねる 

学校法人 産業能率大学（東京都世田谷区） 

日本初のマネジメントコンサルタントで、ムリ･ムダ･

ムラを提唱した上野陽一が創立者。大学院・大学・短

大を設置するほか、総合研究所において企業・官公

庁・自治体等の経営指導や人材育成支援を行っており

ます。 
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お問い合わせ先 
企画広報部企画広報課 松田 
電話：03-3704-9040、ﾌｧｸｽ：03-3704-9404 
〒158-8630 東京都世田谷区等々力 6-39-15

学校法人産業能率大学（東京都世田谷区）は、従業員数が１０人以上の企業経営者（経営トッ

プ）を対象に、２０１３年の最優秀経営者が誰だと思うかを尋ね、その結果を「社長が選ぶ 今

年の社長」としてまとめました。調査は、１１月８日から１１月１５日までの８日間、インター

ネット調査会社を通じて５０８人の経営者を対象に行いました（有効回答４０４）。この調査は

２００８年から実施しています。なお、“今年の社長”とあわせて尋ねた、来年の注目の会社（有

効回答３４４）の結果もまとめています。 

社長が選ぶ 今年の社長 

２０１３年の最優秀経営者が誰だと思うかを自由回答で尋ねました。現任でなくても２０１３

年内に会長・社長・ＣＥＯなどに就いていれば有効としています。最も多く名前が挙がり、「今

年の社長」となったのはソフトバンクの孫正義氏で、次々と新しい戦略を打ち出したことが評価さ

れました。また、iPhone の販売に踏み切ったＮＴＴドコモの加藤 薰氏、サービスの利用者数が世

界で３億人(１２月３日現在)を突破したＬＩＮＥの森川亮氏、主力商品の大胆な名称刷新を行った

ネスレ日本の高岡浩三氏が今回初めて得票し、トップ１０に入りました。 

「今年の社長」トップ１０と主な理由 

１位  
孫 正義氏 
１０８票 

「ユーザーのことを第一に考え、次々にいいアイディアを生み出した」（33 歳／建設業／神奈川） 
「日本国内だけでなく、戦略的に世界へと挑戦している」（54 歳／情報通信業／東京） 
「世界的な企業に育て上げた」（６４歳／製造業／宮城） 

２位 
豊田 章男氏 
６３票 

「売上、利益日本ナンバーワン」(54 歳／製造業／静岡) 
「2 兆円営業利益を確保できそうだから」(56 歳／飲食店・宿泊業／東京) 
「経営環境の変化にかかわらず、先頭にたって安定した経営を行っているから」(47 歳／建設業／広島)

３位 
三木谷 浩史氏 
４３票 

「事業領域をバランス良く拡大している」(52 歳／運輸業／愛知) 
「先進的分野で大規模な経営を早くから手がけていて年齢も若い」(50 歳／医療・福祉／静岡) 
「ネットショッピングの草分け的会社として、次々とサービスを増やし成長させた」(50 歳／卸売・小売業／大阪) 

４位 
稲盛 和夫氏 
２２票 

「日航の再建をはじめ素晴らしい実績と経営哲学を持ち合わせた経営者」(57 歳／医療・福祉／鹿児島)
「経営の神様」(50 歳／製造業／埼玉) 
「尊敬できる経営者」(64 歳／サービス業／兵庫) 

５位 
加藤 薰氏 
１３票 

「iPhone の販売開始」(42 歳／卸売・小売業／秋田県) 
「本格的に iPhone をプロモーションすることで競争力があがった」(57 歳／医療・福祉／埼玉) 
「iPhone を販売するとした決断」(62 歳／サービス業／茨城) 

６位 
ティム・クック氏 
１１票 

「通信機器・ＩＴのリーダーシップ」(59 歳／不動産業／大阪) 
「売れるものを作ろうとしている」(54 歳／卸売・小売業／大阪) 
「魅力ある製品の開発や販売」(43 歳／電気・ガス・熱供給・水道業／東京) 

７位 
柳井 正氏 
１０票 

「自店舗だけでなくコラボ店などが面白い」(54 歳／情報通信業／東京) 
「アイディアがすごい！」(53 歳／製造業／神奈川) 
「衣料業界初の 1 兆円企業」(51 歳／卸売・小売業／東京) 

同７位 
★森川 亮氏 
１０票 

「世界で利用者が増え続けている」(49 歳／サービス業／静岡) 
「短期間に 2 億人以上の利用者を獲得した功績」(48 歳／卸売・小売業／東京)【注：現在は 3 億人突破】

「独創的なアプリケーションでユーザーの心をつかみ、アジアを中心にユーザーを獲得した」(57 歳／製造業／長野)
９位 
岡田 元也氏 
９票 

「成長し続けている業界のリーダー」(55 歳／製造業／静岡) 
「地域への貢献が大きい」(48 歳／建設業／香川) 
「低所得層でも手が届く商品を作り業績を伸ばしている」(54 歳／サービス業／静岡) 

１０位 
永守 重信氏 
８票 

「有言実行できる経営者」(58 歳／その他／大阪) 
「積極的なＭ&Ａによる事業展開と、企業スポーツ活動の応援」(36 歳／製造業／静岡) 
「従業員と企業を守る経営理念」(63 歳／製造業／富山) 

同１０位 
★高岡 浩三氏 
８票 

「商品開発が優れている」(50 歳／教育・学習支援／千葉) 
「多角化経営で成功している」(35 歳／運輸業／兵庫) 
「インスタントコーヒーから方向転換し、成功したのは素晴らしい」(56 歳／医療・福祉／東京) 

※ ★＝今回初めて得票し(過去に得票なし)、トップ１０入り。 
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お問い合わせ先 
企画広報部企画広報課 松田 
電話：03-3704-9040、ﾌｧｸｽ：03-3704-9404 
〒158-8630 東京都世田谷区等々力 6-39-15

社長が注目 来年の会社 

来年（２０１４年）の動向に注目する会社を自由回答（１社のみ）で尋ねました（有効回答   

３４４）。もっとも回答が多かったのは「トヨタ自動車」（４２票）でした。また９位に「日産自

動車」(８票)、１０位に「本田技研工業」(７票)が入っており、自動車産業の今後の新技術や発

展に注目が集まっているようです。 

また、昨年圏外だった「ＮＴＴドコモ」(２４票)は 4 位となり、iPhone の販売開始により今

後の市場動向に注目したいという意見が目立ちました。 

 

「社長が注目 来年の会社」トップ１０ 

順位 前年順位 企業名 ※商号略 得票 主な理由 

１位 （4 位） トヨタ自動車 ４２

「最高益を更新するのか」(43 歳／建設業／長崎) 

「米国での信頼も回復し、底力を発揮した」(44 歳／不動産業／山口)

「持続して日本経済のリード役となるか」(51 歳／製造業／愛知) 

「年間販売 1000 万台なるか」(55 歳／卸売・小売業／岩手) 

「和魂洋才を実現している」(68 歳／サービス業／東京) 

２位 （3 位） ソフトバンク ４１

「Ｍ&Ａを続けて業績につなげられるか」(42 歳／製造業／大阪) 

「太陽光発電でどこまで伸びるか」(62 歳／製造業／神奈川) 

「何をしてくれるか、ドキドキさせてくれる」(49 歳／卸売・小売業／大阪)

３位 （13 位） 楽天 ３０

「新規事業を次々に立ち上げ、顕著な実績」(47 歳／その他／大阪)

「改革のスピードを感じる」(53 歳／医療・福祉／神奈川) 

「情報社会の先頭を走る企業」(57 歳／医療・福祉／鹿児島) 

４位 （15 位） ＮＴＴドコモ ２４
「iPhone の取り扱い開始で今後どうなるか」(40 歳／卸売・小売業／東京)

「どのように立て直しを図るか」(58 歳／情報通信業／東京) 

５位 （9 位） 東京電力 １４
「原発事故問題をどう解決させるのか」(48 歳／製造業／東京) 

「原発対策と企業モラルの回復」(57 歳／情報通信業／東京) 

６位 （1 位） シャープ １２
「安定再建させられるか」(43 歳／電気・ガス・熱提供・水道業／東京) 

「起死回生なるか」(48 歳／運輸業／東京) 

（5 位） ソニー １１
「日本を代表する企業として復活してほしい」(44 歳／サービス業／埼玉)

「スマホと 4Ｋで回復なるか」(46 歳／建設業／愛媛) 
７位 

（2 位） パナソニック １１
「体制一新により発展が見込まれる」(46 歳／建設業／茨城) 

「不採算部門の売却等色々な手を打っている」(64 歳／製造業／大阪) 

９位 （11 位） 日産自動車 ８ 
「自動車業界のグループ改編の主役」(51 歳／卸売・小売業／東京)

「電気自動車の拡販」(53 歳／製造業／東京) 

10 位 （10 位） 本田技研工業 ７ 
「Ｆ１の新技術が見られそう」(43 歳／飲食・宿泊業／京都) 

「ハイブリッド車の拡充」(45 歳／建設業／大阪) 
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お問い合わせ先 
企画広報部企画広報課 松田 
電話：03-3704-9040、ﾌｧｸｽ：03-3704-9404 
〒158-8630 東京都世田谷区等々力 6-39-15

調 査 概 要 

調査対象：従業員数１０人以上の企業経営者 ５０８人 

調査方法：インターネット調査 

調査期間：１１月８日～１１月１５日 ８日間 

有効回答：４０４ 

回答者属性： 

・性別 

  男性       ３９５人（９８．７％） 

  女性           ９人（  ２．３％） 

 

・年齢 

２０代  １人（ ０．２％） 

３０代      １５人（ ３．７％） 

４０代       １１６人（２８．７％） 

５０代      １８０人（４４．６％） 

６０代      ８１人（２０．０％） 

７０代  １１人（ ２．７％） 

 

・本社所在地 

北海道       ２７人（ ６．７％） 

東 北       １５人（ ３．７％） 

関 東      １７５人（４３．３％） 

中 部       ５９人（１４．６％） 

近 畿       ７９人（１９．６％） 

中 国       ２１人（ ５．２％） 

四 国         ９人（ ２．２％） 

九州・沖縄     １９人（ ４．８％） 

 

 ・資本金規模 

１０００万円未満  １００人（２４．８％） 

１０００万円以上３０００万円未満 

１７０人（４２．１％） 

３０００万円以上１億円未満 

９２人（２２．８％） 

１億円以上１０億円未満 

           ３５人（ ８．７％） 

１０億円以上     ７人（ １．７％） 

・業種 

建設業 ５２人（１２．９％） 

製造業             ８３人（２０．５％） 

電気・ガス・熱提供・水道業 ５人（ １．２％） 

情報通信業 ２６人（ ６．４％） 

運輸業 １９人（ ４．７％） 

卸売・小売業 ７０人（１７．３％） 

金融・保険業 ９人（ ２．２％） 

不動産業 １８人（ ４．５％） 

飲食店・宿泊業         ８人（ ２．０％） 

医療・福祉          １８人（ ４．５％） 

教育・学習支援業        ６人（ １．５％） 

サービス業          ７４人（１８．３％） 

その他            １６人（ ４．０％） 

 

・従業員規模 

１０～３０人      ２３５人（５８．２％） 

３１～５０人       ５８人（１４．４％） 

５１～１００人      ４７人（１１．６％） 

１０１～３００人      ４５人（１１．１％） 

３０１～５００人 ６人（ １．５％） 

５０１～１０００人 ８人（ ２．０％） 

１００１～５０００人      ４人（ １．０％） 

５００１人以上       １人（ ０．２％） 

 

・上場区分 

東証一部上場      ３人（ ０．７％） 

東証二部上場 ２人（ ０．５％） 

その他上場 ２人（ ０．５％） 

非上場 ３９７人（９８．３％） 
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お問い合わせ先 
企画広報部企画広報課 松田 
電話：03-3704-9040、ﾌｧｸｽ：03-3704-9404 
〒158-8630 東京都世田谷区等々力 6-39-15

【ご参考】 過去の結果一覧 

●社長が選ぶ 今年の社長 
※この調査は 2008 年から開始 

 

順位 ２００８年 （ｎ＝３６５）   ２００９年 （ｎ＝５３８）  ２０１０年 （ｎ＝４２６） ２０１１年 （ｎ＝４５６） ２０１２年 （ｎ＝４４５） ２０１３年 （ｎ＝４０４） 

１位 柳井 正 氏  ８４票 柳井  正 氏  ２５６票 孫 正義 氏   １００票 孫 正義 氏   １４０票 稲盛 和夫 氏 １１３票 孫 正義 氏           １０８票 

２位 孫 正義 氏  ３３票 豊田 章男 氏   ４２票 柳井 正 氏  ９８票 スティーブ・ジョブズ氏   １０３票 孫 正義 氏 １０８票 豊田 章男 氏  ６３票 

３位 大坪 文雄 氏   ２７票 豊田 章男 氏  ３５票 柳井 正 氏    ４１票 柳井 正 氏  ４７票 三木谷 浩史 氏   ４３票 

４位 福井 威夫 氏   １８票 

原田 泳幸 氏  ３２票

孫   正義 氏  ３２票 豊田 章男 氏    ３３票 豊田 章男 氏  ４５票 稲盛 和夫 氏 ２２票 

５位 西松 遙 氏   １７票 大坪 文雄 氏    １４票

稲盛 和夫 氏    ２１票 

スティーブ・ジョブズ 氏  ２１票 稲盛 和夫 氏    １４票 ティム・クック 氏  ２５票 加藤 薰 氏                １３票 

６位 渡辺 捷昭 氏   １４票 渡邉 美樹 氏   １２票 原田 泳幸 氏    １９票 カルロス･ゴーン 氏    １３票 根津 嘉澄 氏  １０票 ティム・クック 氏  １１票 

７位 御手洗 冨士夫 氏   １２票 大東 隆行 氏    １０票 三木谷 浩史 氏   １６票 守安 功 氏    １０票

８位 永守 重信 氏   １１票 大坪 文雄 氏   １０票 

津賀 一宏 氏   ５票

村上 太一 氏   ５票

柳井 正 氏  10 票 

森川 亮 氏  10 票 

９位 渡邉 美樹 氏   １０票 

伊東 孝紳 氏     ９票

鈴木  修 氏     ９票

マイケル・ウッドフォード 氏  ７票

永守 重信 氏     ７票 岡田 元也 氏               ９票 

10 位 三木谷 浩史 氏    ７票 カルロス・ゴーン 氏   ６票 

渡邉 美樹 氏    ９票 

カルロス・ゴーン 氏    ９票 

永守 重信 氏   ９票 
鈴木 修 氏     ６票

平井 一夫 氏   ４票

井上 慎一 氏   ４票
永守 重信 氏            ８票 

高岡 浩三 氏            ８票 

                                                
●社長が注目 来年の会社 

※この調査は 2009 年から開始／商号は省略 
 

順位 ２００９年 （ｎ＝６１２） ２０１０年 （ｎ＝３８９） ２０１１年 （ｎ＝３８７） ２０１２年 （ｎ＝３７３） ２０１３年 （ｎ＝３４４） 

１位 トヨタ自動車  １３６票 トヨタ自動車   ５６票 オリンパス   ４８票 シャープ  ５０票 トヨタ自動車  ４２票 

２位 日本航空   ９７票 ソフトバンク   ４９票 ソフトバンク   ４３票 パナソニック  ４６票 ソフトバンク  ４１票 

３位 ファーストリテイリング  ６７票 日本航空   ３６票 トヨタ自動車   ３７票 ソフトバンク  ３７票 楽天  ３０票 

４位 ファーストリテイリング    ３２票 ディー･エヌ･エー   ３４票 トヨタ自動車  ２９票 ＮＴＴドコモ  ２４票 

５位 

パナソニック   １９票 

日本マクドナルドホールディングス  １９票 楽天   １５票 米アップル   ２９票 東京電力  １４票 

６位 パナソニック   １４票 ファーストリテイリング   １９票

ソニー  ２０票

ファーストリテイリング  ２０票 シャープ  １２票 

７位 

日産自動車   １６票 

ソニー   １６票 東芝   １１票 東京電力   １８票

８位 楽天   １４票 パナソニック   １１票

米アップル  １６票

日本航空  １６票

ソニー  １１票 

パナソニック  １１票 

９位 

米アップル   １０票 

本田技研工業   １０票 ＮＴＴドコモ    ８票 東京電力  １２票 日産自動車   ８票 

10 位

本田技研工業   １２票 

ソフトバンク   １２票 

シャープ   １２票 

日産自動車    ９票 

シャープ    ９票 

日産自動車    ７票 本田技研工業   ８票 本田技研工業  ７票 

 


