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2.

3.

会計・人事に特化したサービスをワンストップで提供し続けます。

迅速な対応とさらなる品質の向上に努めます。

メンバー全員の力が発揮できる企業風土を築きます。

経営理念

行動規範

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

お客様からの信頼の上にビジネスが成り立っていることを理解する人

エキスパートであるために不断の努力をする人

圧倒的なスピードで仕事をする人

スピードの向上と同時に最高品質のサービス提供をする人

人材は、企業の財産であり、人材が育成されることを喜びと思える人　

全ての仕事はチームプレイの上に成り立っていることを忘れない人

前向きな問題解決策を考え、言い訳しない人

クレームを重要な機会と考え、クレームから「逃げない・自ら解決する」人

自ら元気に挨拶を行い、謙虚で良識のある社会人であり続けられる人

ルールを熟知し、遵守する人

経営理念・行動規範

目指すべきメンバー、志の高いメンバーがいます！
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代表者あいさつ

会計・人事のプロフェッショナルとして
新たなステージを目指しませんか

代表取締役社長　中尾 篤史

「BPOで社会を支える。」これは私たちが実現したい

ミッションです。 人口構造など様々な要因から、

BPO（ビジネス・プロセス・アウトソーシング）サービ

スのニーズは年々高まっており、これに応えることで

CSアカウンティングは社会に貢献できると確信して

います。このミッションを実現させていく仲間をCS

アカウンティングは求めています。

CSアカウンティングは日本に会計・人事のBPOサー

ビスがない時代にサービスの提供を開始したパイオ

ニア的な存在です。今も創業の思いを失うことなく、

社会のニーズに応えるべく走り続けています。

『会計・人事のプロフェッショナルとして活躍したい』

『今後ニーズの高い会計・人事のBPOサービスを通じ

て社会に貢献したい』

『新しいことにチャレンジし続けたい』

『仕事で成長し、やりがいと楽しさを実感したい』

『自分の成果が評価される仕組みのもとで働きたい』

『自分の裁量で仕事の領域を拡げていきたい』

そんな思いでCSアカウンティングの事業に参画した

いと思っている方と共に働くことを楽しみにしており

ます。

皆さんがいきいきと活躍できるフィールドと、成長を

後押しする志の高いメンバーが待っています！
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ＣＳアカウンティングの魅力ＣＳアカウンティングの魅力

BPOとはビジネスプロセスアウトソーシングの略語で、企業運営上の業務やビジネスプロセスを専

門企業に外部委託することを表します。

昨今、BPOの需要は世界規模で持続的な成長をしています。すでに海外では広く取り入れられてい

るBPOですが、日本においても会計・税務・人事のBPO市場規模が年々拡大しています。日本国内

における会計・税務・人事などの非IT系BPO市場規模は2023年度には1兆8,730億円（事業者売

上高ベース）に達すると予想されています。当社はこうしたBPO業界において、日本を代表する上場

企業やそのグループ会社累計2,000社以上のクライアントから支持され30年に渡る実績を有し、

東京商工リサーチからは上位8％の優良企業のみに与えられる「Aランク」に認定されているパイオ

ニア企業です。

BPO（ビジネスプロセスアウトソーシング）業界の先端企業

当社のクライアントはビジネスの最前線を走る上場企業やベンチャー企業が中心。だから日本を動

かす様々な企業にまつわる最先端の会計・税務・人事の知識、ビジネスノウハウを経験できるチャン

スがたくさんあります。

また、新たに入社したメンバー向けから中堅・幹部メンバー向けまで多様な研修制度が揃ってます。

チームで業務を実施する仕組みや、チームを横断して組まれるプロジェクトなど、日常業務の中に成

長のためのプログラムが組み込まれています。

会計・税務・人事のスペシャリストとして成長したいという方の成長環境として最適な当社で、着実

に成長する自分を感じながら働いてみませんか。

会計・税務・人事のスペシャリストへの成長環境
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企業特色企業特色

会計・税務・人事といったバックオフィスに関するスペシャリストが不可欠なBPOサービスに特化

し、業界のパイオニアとしてサービスを提供しています。

会計・税務から人事までをワンストップで担うことができるため、幅広い業務を請け負うことが可能

だからこそ中小企業から大グループまで、多種多様なクライアントの皆様から支持されています。

独立系BPOのプロフェッショナル集団として、高い信頼性

多くの専門スタッフを擁する、高い専門性

BPOサービスはお客様の大事なデータをお預かりしての業務となるため、情報セキュリティマネジ

メントシステムに関する国際規格であるISO/IEC27001を取得し、万全のリスク管理体制で業務

運営を行っています。また、会計・人事クラウドサービスプロバイダとして、システム運用・保守にお

けるISMSクラウドセキュリティマネジメントシステムISO/ IEC27017も取得しております。

高度な情報管理により情報漏えいリスク対応を徹底すると共に、BPO企業として社会的責任を果

たしています。

情報管理のために常に業務改善に取り組む、高い安全性

コスト削減や業務効率の向上、高いパフォーマンスの実現を求めている大手上場企業からその関連

会社、中堅・中小企業、各種法人まで、多様なニーズに対し、オーダーメード型のワンストップサービ

スで支援しています。

顧客の様々なニーズに応える、高い柔軟性

公認会計士、税理士、社会保険労務士等、約200名の様々なプロフェッショナルスタッフが在籍して

います。

国内有数の規模を誇る辻・本郷税理士法人や、社会保険のスペシャリストを中心とした社会保険労

務士法人CSHRに兼務し、高い品質のサービスを総合的に提供しています。

IS583246 / ISO 27001 CLOUD 708659 / ISO 27017
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企業概要・グループ体制

※東京商工リサーチの発行する優良企
業情報誌「Alevel（エラベル）」2021
年関東版に、日本全国の上位8%にラ
ンクインする優良企業として掲載され
ています。

設立

代表取締役社長

従業員数

所在地

E-mail

URL

グループ内税理士法人

グループ内社会保険労務士法人

1990年1月

中尾 篤史

公認会計士・税理士・社会保険労務士を中心に約200名

東京都新宿区西新宿1-25-1　新宿センタービル
TEL 03-5908-3421　FAX 03-5339-3178

saiyo@cs-acctg.com

https://www.cs-acctg.com

辻・本郷税理士法人、田口勝富税理士事務所　　　　　　

社会保険労務士法人CSHR
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多岐に渡る専門の部署が連携してお客様へワンストップサービスを提供します。

税理士業務はグループ内税理士
法人、社会保険労務士業務はグ
ループ内社会保険労務士法人
に兼務・出向して行っています。

市場調査とマーケティングを行っている独立系シンクタンクの矢野経済研究所が発
行している「BPO(ビジネスプロセスアウトソーシング)市場の実態と展望」では例年
当社が紹介されています。

ワンストップBPOサービスワンストップBPOサービス

Check!

ONE
STOP
SERVICE

会計

社会
保険

給与
計算

システム

税務

経理
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伝票入力

試算表作成

決算作業

固定資産台帳作成

会計データレビュー　

事業報告・附属明細書作成

英文レポート作成

会社設立・解散

ファンド管理

日本を代表する上場企業やその子会社群を中心に、多様な
業種・規模の企業に対して付加価値の高いBPOサービスを
提供しています。

会 計
税 務

会計

税務申告支援

税務届出書作成支援

連結納税支援

償却資産税申告支援

事業所税申告支援

年末調整・法定調書作成支援

税務調査対応

国際税務支援

税務

連結パッケージ作成

決算早期化支援　

四半期決算対応

連結監査対応

内部取引照合作業

上場関連企業・
連結子会社支援

匿名組合、特定目的会社等のSPC

合同会社

投資事業有限責任組合

医療法人

社会福祉法人

一般・公益社団法人

株式会社以外にも様々な組織に
対してサービス提供しています

ONE
STOP
SERVICE

会計

社会
保険

給与
計算

システム

税務

経理
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キャッシュマネジメント

経費支払

社員立替経費精算

税金、公共料金の窓口支払

ダイレクト納付対応

インターネットバンキング
導入サポート

入出金明細報告

源泉税納付書作成

経費精算や資金管理など細かなサポートまでを行います。経 理

支払

顧客マスター情報の登録　　　

売上データの入力

納品書・請求書の発行

売掛金消し込み

得意先別残高一覧表作成

売掛金滞留リスト作成

売掛管理

仕入先マスター情報の登録　　　

仕入データの入力

納品書と仕入請求書との照合

買掛金消し込み

仕入先別残高一覧表作成

買掛管理

入社直後は経理周辺サポートを行っていましたが、今は
主に税務支援を担当しています。当社には他の大手事務
所にありがちな「この部署に所属すると、この仕事以外
出来ない」という縛りはありません。希望すれば、部署・
チームを超えて担当を持つことができ、異動も叶います。
スキルに応じて様々な業務にチャレンジでき、日々成長
を感じられます。

ONE
STOP
SERVICE

会計

社会
保険

給与
計算

システム

税務

経理

希望、スキルに応じ部署異動も！VOICE

※現金・手形・小切手などの現物管理や、従業員問合せ窓口
　の代行、資金繰り、銀行との折衝などは行っていません
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持株会社設立

M&Aサポート

財務改善コンサルティング

再生計画策定

企業向けのBPO導入コンサルティングや、事業承継コンサ
ルティングまで多岐にわたるサービスを提供しています。

ONE
STOP
SERVICE

会計

社会
保険

給与
計算

システム

税務

経理会計・税務
コンサルティング

企業再編・企業再生

事業承継のための事前調査

承継プランニングの策定

親族内承継対策

役員、従業員承継対策

M&A承継対策

事業承継

財務デュー・デリジェンス

税務デュー・デリジェンス

個人向け資産コンサルティング

企業買収評価

バリュエイション

内部監査実施計画の策定

リスク評価

内部監査手続の実施

内部監査報告書の作成

内部監査

経理業務カイゼン提案サービス

決算早期化コンサルティング

管理会計設計コンサルティング

経理システム導入支援サービス

現状システム有効活用
コンサルティング

システムコンサルティング
（RPA活用等）

経理業務カイゼンコンサルティング
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会計・税務・人事システムの選定

クラウドサービス導入サポート

会計・税務・人事のクラウドサービスの提供を通じて、
リアルタイムで企業へ情報伝達を行います。
また、ＢＰＲを通じて企業改革のお手伝いも行います。

ONE
STOP
SERVICE

会計

社会
保険

給与
計算

システム

税務

経理システム
コンサルティング

クラウド導入サービス

BPRの提案・支援

情報セキュリティー制度導入支援

システム販売及びサポート

システムコンサルティング

会計・税務・人事システムのインターフェースプログラム構築

システム販売及びサポート

システム開発

ワンストップ
ＢＰＯ
サービス

クラウド導入サービス

システムコンサルティング

システム開発

会計・税務・人事
サポート

BPOサービス導入までの流れ

大手旅客運送会社の連結子会社や大手ホテルチェーンをはじめとした上場企業グループ会社を中心に、
オーナー系不動産会社や大手ファンドのSPCなど多様な業態・規模のクライアントへサービスを提供して
います。

業
務
紹
介

ヒ
ア
リ
ン
グ

導
入
提
案

見
積

契
約

課
題
抽
出

業
務
開
始

課
題
解
決

安
定
稼
働

問
合
せ
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タイムカード集計

個人情報登録　

給与・賞与計算

給与明細書

給与試算

住民税異動届、年度更新

年末調整
 （各種申告書の準備、内容チェック等）

仕訳データ、
税務申告資料作成

従業員数1名～数千人規模の法人や小規模クリニック・外資系まで、様々な規模・業種・
業態のクライアントへBPOサービスを提供しています。

給与計算
社会保険

給与計算

健康保険・厚生年金（含基金）

雇用保険に関する適用・給付手続　

労災保険の適用・給付手続

労働保険料申告

社会保険算定基礎届　

専門家による相談対応

社会保険

マイナンバーサポート

住民税届出・住民税年度更新

システムデータ保管

勤怠システムのWEBサービス提供

給与・賞与明細のWEB閲覧サービス提供

退職金の税額計算、源泉徴収票作成

VOICE セミナーや執筆活動も！

人事支援事業部では、社労士資格をもつプロジェクトメン
バーで、定期的にセミナー活動を行っています。最近は執筆活
動にもチャレンジしました。
もちろん通常業務を平行する必要があるので大変さはありま
すが、責任もって提案すれば多くのことを実現できる環境なの
で、やりがいもひとしおです！

その他サービス
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賃金制度設計

評価制度設計

等級制度設計

退職金設計

年金制度設計

人事制度コンサルティング

上場サービス会社へのIPOに向けた労務管理監査と規定改定や、大手情報サービス会社連結子会社へ
の人事業務フロー見直し・整備など、多様なコンサルティングを行っています。

人事労務関連規程作成・改訂

是正勧告対応サポート

助成金活用コンサルティング

労務トラブル対応サポート

人事デュー・デリジェンス

労務管理コンサルティング

ONE
STOP
SERVICE

会計

社会
保険

給与
計算

システム

税務

経理

ハラスメント対策研修

管理職研修

年末調整研修

定年退職者説明会（セカンドライフ支援）

労働時間管理研修

教育・研修サービス

ヒ
ア
リ
ン
グ

基
本
方
針
決
定

制
度
設
計

規
程
見
直
し

社
員
説
明
会
実
施

運
用
フ
ォ
ロ
ー

問
合
せ

コンサルティングサービスの流れ
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一般的な３年間の担当業務

入社3年で「仕事が出来るようになる仕組み」があります！

3年で一通りの仕事をこなせることが出来るように研修制度、ＯＪＴ制度が用意されています。
まず、1年目は習熟度にあわせたOJTで教育を受けながら業務に当たることが出来ます。2年目はアシスタント
業務から主担当者へ役割を変えながら、上場、中小企業など、様々な既存顧客を担当することになります。3年
目は定型業務だけでなく新規案件に携わるメンバーが多くいます。着実にステップアップできる仕組みで、実際
に諸先輩方も「3年経ったら一通りの業務をこなせた！」と口を揃えます。
先輩・上司は全力であなたをバックアップしますので安心して着実に成長して下さい。

1年目

先輩によるOJTを受け、
アシスタント業務を遂行

2年目

既存顧客の主担当者
として業務を遂行

3年目

新規の立上やスポットで
コンサルティングを担当

面談制度

年間目標の進捗状況に関して年2回上司との面接の機会が設けられています。
また、新たに入社したメンバーについては入社1ヵ月後、3ヵ月後に、上司と担当役員を交えての面接を実施し、
入社前後の期待ギャップや人間関係などをヒアリングし、フォローしています。全メンバーが満足して働ける会
社を実現するため、メンバーの声をすくい上げきめ細かなフォローアップのできる環境が用意されています。

明確に定義された基準で公正で開かれた昇格制度

昇格は中途、新卒を問わず公正に決定される開かれた制度。役職に応じて「企画力」「調整力」「指導力」などの
観点から実績を評価するという明確な基準があり、その基準に達したと判断されたメンバーは社歴に関係なく
次のステップへと進むことが可能です。努力した人をきちんと評価し、チャンスは誰にも開かれています。

キャリアプランと研修制度
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・先輩の指導を受け、
基本的な作業を行
う。

・一通りの業務の自己
完結が可能。

・新規クライアントの
立上も行える。

・スタッフに指導を行
える。

・グループをまとめ、
業務を円滑に進める
役割を果たせる。

・クライアントの責任
者として、各種コン
サルティング業務を
行える。

・マネージャー補佐と
して部門目標達成に
向け各グループリー
ダーを指導・監督で
きる。
・グループ業務全般を
統括出来る。

・部門の業務全般を統
括し、業務上の重要
な問題についての解
決能力を発揮出来
る。

・会社全体の経営に関
わり、企業の成長の
ための戦略立案や遂
行に関わることが出
来る。

スタッフ
(入社1～2年)

チーフスタッフ
(入社2～4年)

グループリーダー
(入社3～5年)

シニアグループ
リーダー

(入社5～7年)

マネージャー
(入社7年～)

ディレクター
(入社12年～)

キャリアアップを支援する研修
（正社員向け 例）

※アルバイト社員向けの研修もご用意しています。20ページをご覧ください。

会
計
・
税
務
部
門

全
部
門
共
通

給
与
計
算
・
社
会
保
険
部
門

基礎研修基礎研修

ビジネス
マナー研修
ビジネス
マナー研修

実務習得研修実務習得研修

管理職研修管理職研修

リーダーシップ研修リーダーシップ研修

ミッションステートメント研修ミッションステートメント研修

業務研修

実務習得研修

ケーススタディ研修

労務相談研修

ケーススタディ研修　基礎編ケーススタディ研修　基礎編

専門家研修　基礎編専門家研修　基礎編

ケーススタディ研修　応用編ケーススタディ研修　応用編

専門家研修　応用編専門家研修　応用編

経理系の部署に夏期入社した場合は新メ
ンバー集中研修が実施されています。
実際の業務を想定した内容だから、配属後
の業務ですぐに活かすことができました！

新メンバー集中研修

14
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より良い組織をつくりあげてゆくために、1人ひとりの努力や成長に応えていける報酬制度が必要であると考えて
います。個人の成長が結果として会社の成長に繋がるという考えがあるからです。

各人が受け持つクライアントから頂戴する金額を個人やチーム、部署の売上として算
定し、その売上実績などの数字にもとづき判断していく評価です。個人の成果だけでな
く、チームとしての成果も評価対象とします。

評価期間開始時に設定した部門目標・個人目標や、プロジェクト活動での貢献等を評
価します。

入社2年以内の役職付きではないメンバーには、業務に対する取り組み姿勢を評価す
る「やる気加算」制度を採用しています。
数値面で不安な入社後間もない社員を適正に評価する仕組みのひとつです。

評価制度

定量評価

やる気加算

定性評価
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夏季・冬季の賞与とは別に、会社・部門・個人の業績を反映した業績ボーナス制度が用意されています。
各自の頑張り次第で異なりますが、入社年次が3年～5年程度経過すると、大幅に出るメンバーもいます。やる気
と実績が報酬に跳ね返るので、励みになると好評です。
なお、個人の業績を反映した業績ボーナスの他に、全社レベルでの決算業績賞与の支給もありますが、ここ15年
以上毎年全メンバーに支給されています。

評価を反映した業績ボーナス

新規クライアント等の案件の立上業務が出来るようになると社内規定に応じてインセンティブが支払われます。
メンバーの頑張りにしっかり報いるための制度で、多少難易度の高い業務であってもモチベーション高くチャレン
ジ出来ると好評です。

月次インセンティブも魅力のひとつです

当社の評価制度とキャリアプ
ランはとても明確なもので
す。目標の達成が評価として
きちんと反映されますし、自
分自身が思い描くキャリアプ
ランと会社が期待するキャリ
アとのすり合わせを行う機会
があります。また、その目標に
対して、周囲のサポートがあ
るため、安心して、キャリアを
積むことが出来ます。

キャリアプランと安心の評価制度VOICE

16
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ワークライフバランス

充実した仕事とプライベートは表裏一体の関係であるとの考えから、福利厚生の制度として、様々なものを用意
しています。

各種保険
健康保険・厚生年金・労災保険・雇用保険を
完備しています。

永年勤続者プレミアム検診等補助制度
永続勤務者を対象とした健康維持及び疾病
予防を目的としたものです。

定期健康診断
正社員および社会保険加入のアルバイト社
員を対象に、年に一度健康診断の機会を設
けています。

インフルエンザ予防注射補助制度
全メンバーを対象に接種費用を補助します。

保健師による健康面談
健康維持を目的として、保健師による面談を
行っています。

ノー残業デー制度／時差出勤制度／
在宅勤務制度
効率よく仕事をし、充実したプライベート時
間を確保するための制度です。

法定＋2日の年次有給休暇／年末年始休暇
資格試験の受験や試験勉強のために利用す
るメンバーもいます。

産前産後休暇／育児休暇/介護休暇／
時短勤務制度
メンバーの生活に多大な影響を与える場面
で、会社は全力でサポートします。ほとんどの
メンバーが休暇後に復職をはたし、時短勤務
制度を活用するなど仕事とプライベートの両
立をはかっています。

クールビズ

ベネフィットステーション導入
スポーツクラブ・映画・ホテル宿泊費・ア
ミューズメントなどの料金の割引サービスを
受けることが出来ます。

慶弔見舞金制度
正社員及びその家族に慶弔があったときに
慶弔金や見舞金を支給し、支援しています。

財形貯蓄
社員の財産形成のため「勤労者財産形成促
進法」に基づき、財産形成貯蓄の受入れを
行っています。

確定拠出年金（個人型）

国家資格に対する登録会費等負担制度
社内規程に基づき、業務上必要と認められる
（公認会計士・税理士・社会保険労務士）に対
しては会社が登録費用・会費費用を負担しま
す。

TOEIC報奨金制度
グローバル業務遂行へのモチベーション向
上のため、TOEIC試験で取得した点数に応
じて、報奨金を支給しています。

懇親会
職場コミュニケーション活性化、メンバー同
士の親睦を深めるための催しです。

ヘルスサポート

その他サポートライフサポート

福利厚生制度

17
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TOEIC報奨金制度は、取得した点
数に応じて報奨金が付与されます。
私は今回、真ん中のランクに該当し
報奨金を頂きました。外資系のクラ
イアントもいらっしゃるのでお客様
対応がスムーズに行えるように、次
のランクを目指して勉強中です。勉
強への意欲やモチベーション維持
につながります。

勤続10年以上のベテラン正社員を対象に、PET検診等の受
診へ補助金が支給される制度があります。脳ドックやがん検
診等の専門的な項目を追加するとついつい高額になりがちな
人間ドックでも、かなりの額を会社から補助してもらえるた
め、自己負担が少なくて済むありがたい制度です。永く勤めて
いくためには健康第一ですので、この制度を有効活用してい
ます。

少しでも混雑を避けて通勤できる制度ですので積
極的に活用しています。早く出社するとその分早
く上がることができるので、終業後のセミナーへ
の参加なども可能です。新宿にあるオフィスなの
で、どこに行くのも便利ですよ。
もちろん、クライアントファースト、クライアント対
応に支障をきたさないことが大前提ですが、ある
程度自律的に働けると認められているなど一定の
基準をクリアしたメンバーは在宅制度を利用する
ことも可能で、何かと安心な勤務環境が整ってい
ます。

永年勤続者プレミアム検診等補助制度 
利用者の声

TOEIC報奨金制度 
利用者の声

VOICE

時差出勤制度 利用者の声
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税理士試験を経て当社に入り、以来20年以上、会
計・税務に関する業務を行って参りました。今では
役員としての役割を任されています。
仕事で実績を残せば、男女の区別は一切なく適切
に評価される仕組みがあり、働く上でのモチベー
ションアップへつながっています。
実際に、多くの女性が管理職として活躍しています。

約1年間育児休業と時短勤務を経て、現在グループリー
ダーとして部下の指導にあたっています。夫と協力しなが
ら、育児と仕事を両立しています。決められた時間内で業務
を終えなければならないのですが、そんな私を常にサポー
トしてくれたのが、当社の雇用制度。一時的に契約社員とし
ての勤務に切り換えることも可能です。専門家が多数在籍
する会社だと堅いイメージがあるかもしれませんが、色々
な仕事のスタイルを受け入れてくれる、とても懐が深い会
社です。そのためには常に責任をもって前向きに仕事に取
り組むことが条件であることは言うまでもありません。
自分で働き方を選択できるというところが魅力のひとつで
すね。

「メンバー全員の力が発揮できる企業風土を築く」という企業理念のもと、多様な人材が最大限活躍できる環
境の整備を進めています。

自分らしさを活かす様々な働き方

経理管理事業部　2000年入社経理管理事業部　2000年入社

人事支援事業部　2003年入社人事支援事業部　2003年入社

VOICE

女性管理職

産休育休制度・時短勤務
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私はアルバイトとして入社し、正社員への登用制度を
利用して正社員になりました。
入社当初は税理士試験の勉強との両立が心配でした
が、資格学校そばという立地のため働きながら通学し
やすい環境なうえに、週に3日程度の勤務など就業時
間の調整や、試験前の長期休暇といった配慮をしても
らえ、無事科目合格できました。
正社員登用制度は社風を熟知したうえで正社員にな
れるというメリットがありますし、当面は勉強時間の確
保を第一に考えたい、でも少しでも業務経験を積みた
い...そんな方はアルバイトからスタートして実務経験
を積み上げていくことをお勧めします。 

経理管理事業部　2014年入社、2015年正社員登用経理管理事業部　2014年入社、2015年正社員登用

アルバイトとして週3日～でも就業可能です！

資格試験で忙しい学生や家事・育児等で時間に制約のある主婦の方などフルタイムの正社員として働くことが
難しい方でも安心して、就業できます。
当社では、週に3回だけ1日4時間程度など、可能な限り個人の事情に応じた勤務時間への対応もしています。
そのため、空いた時間を有効に活用し、プライベートとの両立を図っている方が多数います。

初心者でも始めやすい！ アルバイト社員向け研修制度
当社では正社員向けに限らず、アルバイト社員向け研修制度も用意しています。入社時研修のほか、各種ソフト
の使い方を習得するアプリケーション研修など、実務経験のない方でも仕事に入りやすいように構成されてい
ます。

VOICE

資格試験勉強と両立可能！
アルバイトから正社員への登用も
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品質の向上と業務効率化を目指すKaizen活動など素晴らしい意見があれば、互いに取り入れあう風
通しの良い風土があり、全社をあげての目標や全社・部門のプロジェクト等を通じてボトムアップで経
営改善に関与できます。RPAの活用にも積極的にとりくんでいます。
また、活動の実績を定期的に全メンバーで共有し、実践する機会も設けられています。

経営参加活動報告会
● 月例報告会　● 年間報告会 等

活動例
● 人財プロジェクト
● Kaizenプロジェクト
● 品質プロジェクト
● マーケティングプロジェクト
● 集客プロジェクト
● 研修プロジェクト
● クライアントグループ毎
  プロジェクト 
　　　　　　　　等

委員会例
● 品質向上委員会
● 内部統制推進委員会
● コンプライアンス・
　リスク管理委員会
● 情報セキュリティ委員会
　　　　　　　　　　等

委員会プロジェクト

経営参加

活動

経営陣との
タウンミーティング

全社活動
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経営計画発表会

経営計画発表会では、全メンバーが一同に会し、目標や
計画、会社の方針を共有します。会社行事の中で最も
大切なイベントであり、役員や部長が実績、来期に向け
てのビジョンについて発表を行います。
全メンバーが、ビジョンを理解し共有することにより、一
人ひとりがそのビジョンに基づいた視点を持って日々の
業務を行うことができるとの考えがあるからです。
 

懇親会

毎年、経営計画発表会の後に開催されています。
職場コミュニケーション活性化、メンバー同士の親睦
を深めるための全社をあげてのイベントです。その年ご
とにホテルなどのパーティー会場を貸し切って、懇親会
の委員会メンバーが工夫を凝らしたイベントを開催し
ます。部門を越えた交流が図れる良い機会でもあり、入
社したてのメンバーもベテランも、役員も、和気あいあ
いとした雰囲気で盛り上がります。 

表彰

会社で掲げた目標の達成度および会社に対する貢献
度が年間を通して高いメンバーに対して、懇親会や朝
礼など、全メンバーの前で表彰する場を設けています。
大きな賞賛は、さらなるパワーの源となります。
入社したてのメンバーからも管理職からも分け隔てな
くアイデアを汲み取り、小さな閃きから大きなプロジェ
クトまで、業務改善を共有する社風です。

イベント
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業務で培った深い専門知識および経験を多くの方にお伝えするために、当社では書籍の執筆・セミ
ナーを多数行っております。そのうちの一部をご紹介いたします。

少子高齢化社会がますます深刻となる中、企業が最も注目すべき人材は60歳以上のシニア
世代です。シニア世代は企業活動の即戦力となる場合が多く、彼らを上手に組み入れ活せる
かが、その企業の今後に少なからぬ影響を与えるといわれています。60歳以上の社員を雇
用する際に必要な知識や留意点・複雑な手続等を分かりやすく解説したのが本書です。

経理部門の働き方改革のススメ
ムダ、ムラ、ムリをなくすテクニック公開
発行：税務研究会

「働き方改革」では、業務が属人化しやすい経理部門においても、業務の効率化・合理化
が求められています。架空の会社の経理スタッフと、既存手法にこだわる経理部長、業務
改善を提案する顧問税理士といった3人の登場人物による、どの企業でもよくあるシーン
を会話形式で取り上げ、隠された問題点と改善のヒントを提示した、大好評の一冊です。

海外赴任者の労務〔改訂版〕 －給与・社会保険・労働保険－
発行：税務経理協会

初めて手続きを行う新米人事担当者であってもこれだけ読めば海外赴任に必要な保険
事務や給与計算業務をコンプリート出来る、を目指した一冊です。各最新版の種届出書
記載例を掲載する改訂版です。

60歳以上の社員を雇用する手続きと税金
発行：税務経理協会

数字を武器として使いたいビジネスパーソンの
会計の基本教科書
発行：日本能率協会マネジメントセンター

ビジネスの現場では会計の考えによって弾き出された数字が常に存在しています。仕事
においてその意味をきちんと知りたいビジネスパーソンへ向けて執筆したのが本書です。
実際の決算資料を例に、実務に直結する予算管理や決算処理、経営分析や税務に至る
分野について、財務会計と管理会計を基本部分からしっかりと解説しています。

FASSは経理・財務実務のスキルを客観的に測定する検定試験です。同検定の数少ない
公式試験対策書となっており、ご好評のため5刷りを達成しました。
試験科目に沿って各項目を見開き完結で解説しており、項目ごとの例題を反復練習する
ことで、基本的な知識が身につくような構成にしています。

改訂版 経理・財務スキル検定［FASS］テキスト＆問題集
発行：日本能率協会マネジメントセンター

書籍紹介
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週刊ダイヤモンドにて
当社がBPOの最先端会社として紹介されました！

日経ＣＮＢＣにて当社を紹介する番組「進化するＢＰＯ 企業の経理・人事
を支えるＣＳアカウンティング」が放送されました。

メディア掲載紹介メディア掲載紹介
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よくわかる！ CSアカウンティング

業界未経験の方も多く、圧倒的に中途入社のメンバーが多いので、
中途を受け入れる風土が根付いています。入社してすぐに組織に馴
染める環境です

取締役における男女割合も50％を超えており、政府が掲げていた「女
性役員比率を2020年に10％に高める」という目標を上回っています

男女比は？

入社の決め手はなんでしたか？

中途入社率は？

女性管理職は？54%
女性 46%

男性

全メンバーでみると女性の割合の方が高く、正
社員限定でみるとほぼ男女半々程度です。部署
により圧倒的に男性が多いチームもあります

私が転職活動していた際、最大の問題は実務経験が乏しいと
いう点でした。その逆で「経験はあるけれども資格はない」と
いう方も多いと思います。CSの魅力の一つは研修です。もち
ろん、何もせず教えてもらえるわけではなく、自ら学ぶ意思と
行動は重要ですが、成長意欲のある人へ手厚いサポートがあ
る社風です。

一般企業では経理職から営業職へといったダイナミックな異
動や転勤という可能性がありますが、CSでは経理・人事とい
う枠を超えての異動はありません。安心してキャリアを思い描
くことができます。また、夫婦共働き家庭の場合、特に気にな
るのは転勤の有無かと思います。その点CSは新宿オフィスの
み。客先常駐もありません。マイホーム購入を迷っている人に
もおススメの職場ですよ。

30%以上

90%以上

充実の研修制度
異動・転勤が無い！

創業当初ほぼ女性だけの会社だったこともあり、男女関係なく活躍
するのは当たり前という社風で、実際に優秀な女性が多く、役員の半
数以上が女性です。育休実績が多数あり「働くママ」も多く在籍して
います。私もこうした話を聞いて、すぐに結婚・出産の予定はなくて
も、長期的に働けるという安心感で入社を決めました。

女性活躍

他にも…
・ 通勤・通学にとても便利な立地だから
・ 大手税理士法人グループという安心感
・ クライアントが法人メイン
・ 選考スピードの速さと対応の丁寧さ
   …and more!!
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入社時に多いのは3-40代ですが、第二新卒や50代での入社もあります

どの世代もまんべんなく活躍していますので、誰でもすぐ
になじめる環境です

ほとんどのメンバーが会計・人事のスペシャリストとして
お客様対応を担う、専門性の高い環境となっています

入ってよかったポイントはなんですか？

平均年齢は？

年齢比は？ 部署別構成割合は？

38歳

16%

33%
37%

12%

2%
20代 50代 60代40代30代
※正社員定年は60歳です（再雇用制度あり）

51%
経理系

32%
人事系

6%
管理系 10%

システム系

他にも…
・ 仕事ができるようになると時間の自由度が増す
・ 資格試験勉強中の人が多く励ましあえる環境
・ まじめで穏やかな人が多い
・ 忙しくても教えてくれる先輩が多い
   …and more!!

上場・優良クライアントが多いこと、これに尽きます。自分は経理部門の
人間ですが、人事部門からも同じ声を聞きます。一般企業の経理部門だ
と、自グループの経理しか経験できませんが、CSでは複数のクライアン
トを同時に担当できるので、名だたる企業のお金の流れを同時に見るこ
とができ、短期間で凝縮した経験を得ることができるのです。

大手税理士法人だと相続部門、医療法人部門…
などと特化した部門があったり、人事アウトソー
ス会社だと給与だけ社会保険だけの部門があ
ると聞きます。その点CSには、このチームに所
属するとこの業務しかできないなどという縛り
はなく、チーム間での垣根が低いのです。希望
すればチームを超えた業務にチャレンジできる
のもこの規模感ならではです。

クライアント層

程よい規模感

時間当たりの生産性を高めるという意識が高く、「残業することが良いこ
とだ」などという文化は一切ないことが気に入っています。おしゃべりし
ながら楽しく働きたい人には少し向かない環境かもしれませんが、メリハ
リつけて働きたい人には最高の環境です。また、効率化・品質向上のため
の良案は皆で共有し時間圧縮・効率化を図ろうというKaizen活動があ
り、他のメンバーの効率化の手法を学ぶ機会にあふれ刺激になります。

効率化への意識が高い！
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