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会計

【会計専門家の専門的知識等が求められる分野の例】

官公庁

・金融機関の検査
・財務状況の分析
・財政支出に対す

る監査

金融機関

・融資業務
・資金管理、運用

・事業再生

事業会社

・経理、原価管理
・連結決算への対応
・経営戦略の企画

公認会計士＝監査法人勤務とイメージされる方が多い

と思います。

しかし、監査業界に限らず、社会の様々な場面で会計

専門家の知識・経験・判断力が必要とされています。

あなたも、より広い視野を持って、将来のキャリアパ

スについて考えてみませんか？

公認会計士・試験合格者の様々なキャリアパス

２



A社（化学メーカー）

 財務諸表を作成する上で
の理解力は目を見張るも
のがある。

 Ｍ＆Ａ等の分野において
も即戦力となり得る。

D社（総合重機メーカー）

 専門性を活かした高い確度
での予測ができ、即戦力と
なり得る。

C社（情報・通信業）

 複雑化・高度化する会計
ルールを踏まえて会社の決
算を組める人材として有用。

 ＩＦＲＳ導入に備えての人材と
して有用。

組織内会計士を採用した企業の声

３

B社（運送業）

 監査法人への対応力がず
ば抜けている。

 海外展開を進める中、会計
の専門性の必要が増してき
ており、自社でそれに対応
できる者を養成するのに限
界があることからして、公認
会計士等の採用は有用。



Ｆ社（石油化学メーカー）

 仕事の習熟が早く、会計基準
等を調べることにも慣れてい
る。

 海外赴任した場合、現地のＵ
ＳＣＰＡよりも上位職とな
り、またその肩書きが専門性
を持っていることの明確な指
標となる。

Ｈ社（情報・通信業）

 ＩＰＯの準備にあたり、専門
知識をもとに監査法人や証券
会社と円滑にコミュニケー
ションを取ることができる。

 会社側の視点だけでなく、監
査経験を活かして客観的な目
線から利害調整を行える。

Ｅ社（鉄鋼メーカー）

 高度な決算業務を入社時
から担当させることがで
きる。

 会計基準についての意見
発信業務に従事させるこ
とが可能。

 他の若手社員に刺激を与
え、レベルアップや意識
醸成に貢献している。

Ｇ社（不動産業）

 即戦力として、期待どお
りの活躍をしている。特
にＭ＆Ａに係る業務にお
いて、貴重な戦力に。

４



一般企業等でも実務経験を積むことができ
るんです！

２年以上の実務経験は、公認会計士の資
格取得要件とされており、

①業務補助
（監査証明業務について、公認会計士又は監査法人を補助）

②実務従事
（財務に関する監査、分析その他の実務に従事）

からなります。

当該要件を満たすためには、合計で２年
以上の実務経験が必要となります。

「実務従事」であれば、一般企業等にお
いて実務経験を積み、公認会計士となるこ
とができます！

５



６

一般企業等で認められる実務従事とは？

例えば、以下のような業務が実務従事に該当します。

< 事業会社 >
●原価計算その他の財務分析に関する事務

・決算に関する業務
・予算実績の管理に関する業務
・株式公開準備に関する業務等 など

<金融機関 >
●貸し付け、債務の保証その他これらに準ずる資金の運用に関す
る事務

・法人融資の業務
・株式での資産運用のための各企業の財務内容調査業務 など

<官公庁 >
●国税に関する調査・検査
●国又は地方公共団体の機関等の会計に関する検査・監査
●国又は地方公共団体における原価計算その他の財務分析に関す
る事務 など

金融庁では、実務従事を含む実務経験に関する実例の紹介等、
更に詳細な情報を以下のウェブサイトに掲載しています。

金融庁ウェブサイト「公認会計士の資格取得に関するＱ＆Ａ」
http://www.fsa.go.jp/ordinary/kouninkaikeisi/index.html

なお、実務経験に関するご質問等がございましたら、巻末の金
融庁担当者までご連絡願います。
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外資系化学メーカーの日本法人
監査役室（Corporate Auditing）
小寺 紀史さん（37歳）

９

将来必ず役に立つ、「監査の力」

これまでのキャリア・仕事を決めた理由

監査法人に入所してしばらくは、転職を意識することなく業務に当たっていました。入所7年目に監査法人内部で

ハードなことで有名な英語の研修を修了したことがきっかけになったのか、自分の意識が少し変わってきたことを覚
えています。監査法人内部でも英語で仕事をする機会がもっとあったかもしれませんが、監査にとどまらないサービ
スを提供し、世界に通じるAccountantになることを目標に、監査法人を飛び出してグローバル企業に転職することを
決めました。

業務内容とその魅力・やりがい

監査役室に所属し、内部監査を行っています。また、他国の監査チームと一緒に業務を行うこともあり、最近では

シンガポール、中国の監査チームと共に監査を行いました。他国の監査チームと顔を合わせることができ、日本と
異なる仕事の進め方を見る貴重な機会であると同時に、ものごとの考え方、視野が常に広がっていることを感じて
います。組織内会計士としては、監査法人で監査業務に携わるなかで想像力が磨かれたことが強みになっていると
思います。手続書に沿って監査を実施するだけならば誰でもできますが、そこに自分なりの想像力を加え、職業的
懐疑心を発揮して監査を実施できるところがやりがいだと感じています。

メッセージ

監査法人にいるときは、監査という仕事が専門的な仕事であるということについてあまり気付かないかもしれませ

ん。監査業務で身についた力は他の仕事でもきっと役立ちますので、監査法人で監査業務を経験した後は、より幅
広いフィールドをキャリアの選択肢に入れてみてください。

PRIVATE ENTERPRISE



あなたの使命は何ですか？

これまでのキャリア・仕事を決めた理由

地方公務員から一念発起して公認会計士試験に合格し、その後、監査法人でパブリックセクタ―に対する監査と、
制度設計や外部評価等のコンサルティング業務に携わりました。その中で、監査人・コンサルタントという「第三者」
の立場で、クライアントの為にできることに限界を感じ、「評論家」ではなく「当事者」になろうと一般事業会社の世界
に飛び込みました。

業務内容とその魅力・やりがい

最初に入社した教育ベンチャー企業では、基幹システムや入塾申込システムの開発を担当する傍ら、学習塾の先
生として教室を２つ受け持ちました。社内インフラの整備には内部統制の知見が役立ちましたし、何より直接生徒や
保護者と接し、笑顔で「ありがとう」と感謝される経験は得難いものです。夏の野外体験では、子どもたちの成長に何
度も涙しましたね。
その後、商社の経理部門に移り、決算業務のほか、関連会社システムの導入やM&A、新規事業開発など、幅広い
案件に携わっています。断片的な関与で終わらず、一気通貫して深いレベルでコミットできることは、事業会社の「当
事者」たる組織内会計士の大きな魅力だと感じます。

メッセージ

あなたの使命は何ですか？

私の使命は「たくさんの人の心に笑顔の花を咲かせること」です。公認会計士として、社会の一員として、家族の一
員として、そして、一人の人間として。スタートラインに立った“今”だからこそ、自分自身の使命を言語化してみること
を強くお勧めします。
公認会計士は「公」に「認」められた資格、できることは沢山あります。その資格を持った皆さんが「自利」だけでなく
「利他」のために本気を出したら、日本が、世界が、絶対によくなると信じています。
パラレルキャリアなど働き方が多様化していく中で、組織内会計士もその選択肢の一つになります。自らの使命・
信念を大切に、世のため人のために一緒に力を尽くしましょう！

三菱商事エネルギー株式会社
三菱商事株式会社 エネルギー事業
グループ管理部（出向中）
平林 元之さん（34歳）
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会計士だからできる他の専門家との調整役

これまでのキャリア・仕事を決めた理由

大学院で生物化学を勉強した後に、会計士試験に合格したのは26歳でした。その後、大手監査法人大阪事務所
に入所しました。大阪事務所では、上場企業の監査も行いながらも、主にこれからIPOを目指す企業の課題調査や
内部管理体制の構築に向けてのアドバイスを行っていました。会計士登録後、ヘルスケアに関する内容を勉強した
いということで東京事務所に異動を希望しました。東京事務所では、全国規模の病院グループから地方公立病院の
内部管理体制構築のコンサルティング、独立行政法人の監査業務等を行なってきました。監査法人での大きなプロ
ジェクト終了後に、ヘルスケアを中心としたベンチャー企業の上場支援を別の角度からサポートしたいという希望が
湧き、今の会社で上場審査対応のコンサルティングを行なっています。

業務内容とその魅力・やりがい

主にバイオ・ヘルスケアからIT分野まで、幅広い業界の新規上場に向けておよびJASDAQ・マザーズ・東証二部の
既上場会社の東証一部上場への審査対応コンサルティングを実施しています。
IPO・市場変更・一部指定は会社にとっては一大事であり、監査法人時にIPOの準備を担当させていただいていた
以上に、より会社側に立って、自社の内の証券審査・取引所の審査に対応できるだけの体制の整備に向けてのア
ドバイスを行っています。
最新の技術や業界情報に接しながらも、会社の将来のために経営者・CFOと接することができ、また上場後の会
社の成長を感じ取れることはこの業務での大きな魅力です。

メッセージ

さまざまな場所で、それぞれ面白い業務は存在します。今まで経験して来た監査法人の大阪事務所でも、東京事
務所でも面白い業務に関与させていただいたと思います。また、今の業務も面白いです。会計士を目指す方とお会
いする中で、仕事は与えられるものだ、と思っている人が少なからずいらっしゃいます。その姿勢では、いい仕事に
触れ合える機会をみすみす逃がすことになりかねません。積極的に仕事を取りに行く、自分の仕事にするんだ、と
する姿勢でもって仕事に取り組むことが重要です。合格して、スタートです。

大手証券会社
公開引受部
（新規上場を目指す会社の審査対応コンサルティングを担当）

岡田 修さん（36歳）
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金融庁
総務企画局企業開示課（企業会計担当）
井上 健太郎さん（40歳）

12

PUBLIC SECTOR

Public Interest!!

公認会計士試験に合格後、公官庁に就職した理由・動機

私は金融庁に入庁し、金融機関に対する検査・監督業務を通じて会計に関する困難に直面する場面が多々あっ
たことから、会計に対する知見を高めたいと考え公認会計士試験に挑戦しました。
試験合格後は、検査部門で金融機関のコンプライアンス態勢の検証を担当した後、現在は開示部門において、会
計監査の信頼性確保のための取組を行っています。

業務内容とその魅力・やりがい

現在、会計監査の透明性向上のための取組みとして、監査報告書に監査意見に加えて、監査人が着目した会計
監査上のリスク等を記載する制度の検討を行っています。これまでは、会計監査の結果を伝えることが監査報告書
の主な役割でしたが、監査報告書の情報価値を向上させる観点から、実施した監査のプロセスについても監査報
告書に記載を求めるものになります。
監査意見を簡潔・明瞭に伝達することが監査報告書の主な役割であるという考え方は、1930年代に米国で制度化
され、戦後我が国で設定された監査基準においても一貫して採用されてきましたが、今後、監査報告書に求められ
る役割が大きく拡充されることになるかもしれません。
受験勉強をしている時には、監査基準は覚える対象でしかなかったかもしれませんが、現在は制度の在り方その
ものを検討するという、行政官でなければ経験することのできない業務に携わることができていると感じます。

メッセージ

公認会計士試験の合格、おめでとうございます。会計・監査のプロフェッションとしての将来の進路としてまず思い
浮かぶのは監査人かもしれません。
一方で、公認会計士試験の合格により、皆さんが選択できる未来は非常に幅広くなっています。それは企業で
あったり行政であったりするかもしれません。多様な選択肢の中から、プロフェッションとしての信念を持って、自ら
の進む道を選んでもらえればと思います。



AUDIT FIRM

新日本有限責任監査法人
第2事業部
田中 彰人さん（41歳）
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いつでもクライアントに頼りにされる存在に！

公認会計士試験に合格後、監査法人に就職した理由・動機

私は公認会計士二次試験に合格後、監査法人に入所し10年以上監査業務に従事しています。当時、監査法人以
外に就職する方はほとんどいなかったので、あまり考えてなかったのですが、監査法人に就職するメリットとしては、
今でいう準会員（当時は会計士補）の期間に、様々な業種のクライアントの監査現場で、諸先輩の指導を受けなが
ら実務経験を重ねることができることがあると思います。

業務内容とその魅力・やりがい

入所後の約4年間は色々な業種の監査業務のスタッフ業務を経験し、監査実務の基本を学びました。その後、規
模の小さい会社の主査業務を経験した後、上場会社の主査業務を担当し、現在に至っています。主査とは、各監査
チームの現場担当者として、パートナーやマネージャーへの報告・連絡・相談を行いつつ、スタッフに必要な指示を
だし、会社の経理部門の方等とやり取りし、まさに、監査チームの中心となって仕事を進める役割のことです。主査
の大切な仕事の一つに監査計画の策定があります。皆さんが監査論で学習されたとおり、監査はリスクアプローチ
で行いますので、監査計画を考えるためには、会社のビジネスをしっかり理解して、どこで誤りが起こりやすいか、リ
スクが高い領域を見極めることが大切になります。ビジネスを理解するためには、業種の特徴や市場環境、規制等
の経営環境の情報を収集することが必要になります。監査を担当しながら、色々な業界のビジネスのことを知ること
ができるのです。監査業務の魅力の一つはここにあると思います。
また、主査業務では、主に会社の経理担当の方から様々な質問を受けることになります。すぐに、回答できること
もあれば、じっくり、会計基準を調べ、上司に相談した上で回答すべきこともあり、臨機応変に対応することが求めら
れます。試行錯誤しながら解決策を考えることを通じて、問題解決能力を磨くことができます。これも、監査業務の魅
力の一つと思います。また、迅速に適切な対応ができれば、会社の方の信頼を得られ、やりがいを感じることができ
ます。

メッセージ

公認会計士試験合格おめでとうございます。公認会計士業務は、税務、組織内会計士、アドバイザリー等、多岐
にわたります。監査業務では、これらの業務に通じる基礎となる貴重な知識や経験を積むことができます。まずは、
「習うより慣れろ」で実務経験を重ねましょう！



有限責任監査法人トーマツ
東京事業部 グループ３
マネージャー
鏑木 康彰さん（35歳）
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監査業務の「魅力」・「やりがい」

公認会計士試験に合格後、監査法人に就職した理由・動機

私は、公認会計士試験合格後に、現在も勤務している監査法人に就職しました。当時、大学卒業から間もなかっ

たこともあり、まずは公認会計士試験勉強の中で培った知識をもとに監査業務をやってみたいと思い、監査法人に
就職しました。

業務内容とその魅力・やりがい

私は、主に上場会社の監査を担当する部署に所属し、担当する監査クライアントの監査計画の策定、業務の進捗
管理など監査業務を中心に励んでいます。また、監査法人以外の業務として日本公認会計士協会の広報委員とし
て公認会計士試験受験者数を増やすための活動しています。
監査業務に従事して10年以上経過しますが、企業の様々な不祥事に対応して監査基準も常に進化しています。ま
た、担当する監査クライアントの事業環境も常に変化します。そのような監査を取り巻く環境の変化に応じて、監査
上の問題点を能動的に取り組み解決していくこと、改善提案を通じてクライアントから信頼を得られたときに「やりが
い」を感じています。
さらに、現在では、グローバルな監査クライアントが多く、会計や監査を通じて、各国で提携している現地の監査法
人（メンバーファーム）とコミュニケーションをとる機会もあり、グローバルな活動領域があることも監査業務の「魅力」
だと思います。

メッセージ

私は、監査業務を中心に従事していますが、公認会計士には、税務業務やビジネスアドバイザリーなどの多岐に
わたり活躍できるフィールドがあります。実際に、監査法人に所属して社会に貢献するだけでなく、独立開業して、コ
ンサルティング会社へ就職して、上場会社の組織内会計士として、様々な立場から社会で活躍する公認会計士はた
くさんいます。
将来、どのような公認会計士になりたいかを念頭にもって、日々の業務に向き合ってください。

AUDIT FIRM
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若手会計士のとある１日

出社の途中、携帯でまずメールチェックを行います。特に海外からのメール
が送られている場合は緊急の案件であることが多く、成果物や回答の期日
を確認します。
また、その日の会議を確認し、空き時間に行う作業なども確認しておきま
す。

月次の決算が締まった後は、担当する部署の経営会議にて予算と実績
の説明報告を行います。単に予実の乖離を説明するだけではなく、年間
の予算達成に向けてどのような行動を行っていけば達成できるのか、定
性的な情報と定量的な情報を織り交ぜて説明していきます。

海外に本社があることもあり、海外からの出張者を歓迎してのみに行くことも
あります。国を超えた異動もあり、日本に居ても日本人以外と働くことが多い
ことから、働き方や価値観の違いなどを理解することはコミュニケーションを
図る上で非常に重要です。

戦術に沿って申請された様々な案件を承認していきます。値引や購
買、採用など検討する案件は多岐にわたりますが、全体的な事業戦略
との整合性は取れているのか、費用対効果に見合うものなのか、コン
プライアンス上の問題はないか等、様々な観点から審議していきます。

来意の予算作成に向けて、事業部長をはじめとするメンバーとの打合せ
を行います。事業成長のためにどの分野にどういう投資をすべきなのか、
議論をリードしつつ、各項目へ定量的に予算を落とし込んでいきます。

９:００ 出社

1０：００ 月次の経営会議にて予実報告

1３：００ 来期予算の策定

1７：００ 審議案件の承認

18：００ 帰宅

笹部 孝さん(30歳)

ジョンソンエンドジョンソン

Franchise Controller

経営企画部

※所属については掲載日時点のものです。
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出社前は仕事現場近くのカフェに立ち寄り、少し本やニュー
スを読んだりと、頭の準備運動をするようにしています。ク
ライアントからの急な質問は、午前中に頂くことが多く、す
ぐに的確な対応ができるよう準備する時間を大切にしていま
す。

９:００ 出社

クライアントの方への質問事項や、監査手続上での発見事項の伝達は、
なるべく午前中に行うようにしています。午前中に行えばその日のうちに
疑問点の解決を行うことができるため、監査法人・クライアント双方にとっ
てメリットとなるからです。

１０：００ クライアントとの打ち合わせ

業務を実施する上では、リスクアプローチの考え方を常に意識していま
す。限られた時間の中で、監査意見を出す必要があるため、今検討して
いる事項が本当に時間を割いて実施すべき事項なのか、煮詰まった時は
一旦歩を止めて考えるようにしています。

１５：００ リスクアプローチで業務を見直す

監査現場の取り纏めを行うことが多いため、必ず1日の終わりには監
査メンバーの進捗確認や疑問点の整理をしています。監査手続は業
務領域を区切って、各メンバーがそれぞれ手続を実施しますので、
各々が得た情報を集約し、会計上の疑念点が無いか総合的な見地か
ら検討することも重要です。

１７：００ １日の業務を整理

監査チームのメンバーと打ち上げ等で飲みにいくことも多いですが、時には
他事業部の同期や異業種の友人と飲みに行くこともあります。良い仕事を
行うためには、様々な方向から刺激を受けることが大事だと思っており、飲
み会の場は熱く語り合えるので大好きです。

１８：００ 帰宅

有限責任 あずさ監査法人

簗田 泰史さん(27歳) アシスタントマネジャー

第５事業部（国際）



日本公認会計士協会では、公認会計士・試験合格者のための求

人情報サイト「JICPA Career Navi」を運営しています。

当サイトでは、「JICPA Career Navi」に登録した公認会計

士・試験合格者に対して、希望にマッチした企業等の情報を提供

しています。

一般企業等への就職・転職にご興味を持たれた方は、まず

「JICPA Career Navi」にアクセスしてみてはいかがでしょう

か。

「JICPA Career Navi」アドレス https://career.jicpa.or.jp/
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求人情報サイト「 ＪＩＣＰＡ Ｃａｒｅｅｒ Ｎａｖｉ 」

JICPA Career Naviの求職登録者数の推移（累計）
（2017年６月末時点）

（人）
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「組織内会計士ウェブサイト」とは、企業等で活躍する組織内

会計士に対する施策の周知、研修会や交流会などの情報提供を行

うウェブサイトで、日本公認会計士協会が運営しています。

日本公認会計士協会では、一般企業等に所属する組織内会計士

や、当該業務に関心のある会員・準会員を対象とした、研修会や

交流会の企画や調査研究活動を行っています。また、平成24年11

月より、組織内会計士への情報提供のためのネットワークを運営

しています。

「組織内会計士ウェブサイト」アドレス http://paib.jicpa.or.jp/

組織内会計士ウェブサイト
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組織内会計士ネットワーク会員数
（2017年６月末時点）

正会員の勤務先種別
（2017年６月末時点）

（人）
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【本パンフレットに関するお問合せ先】

○ 金融庁 総務企画局 企業開示課 開示業務室

Tel ０３－３５０６－６０００（代表） 内線２７６８、２７６３

FAX ０３－３５０６－６２６６

○ 日本公認会計士協会

公認会計士等無料職業紹介所 Tel ０３－３５１５－１１３５（直）

FAX  ０３－６２６１－５３４４

近畿会公認会計士等無料職業紹介所 Tel ０６－６２７１－０４００（直）

FAX  ０６－６２７１－０４１５

金 融 庁
Financial Services Agency

日本公認会計士協会
The Japanese Institute of Certified Public Accountants


