
１．民間法人での財務分析等の業務

№ 業種・事業内容 職種・業務内容 実務従事内容の概略

1 医薬品卸売業者 経理
財務部門において、連結財務諸表の作成や予算実績管理、
金融商品のリスク管理の業務に従事。

2
インターネットコンテンツ
配信サービス会社

経理
経理部門において、決算書類作成業務や海外子会社の財務
諸表の分析に関する業務に従事。

3 外国企業の日本法人 経理
事業部門において、事業部予算の策定や予算実績差異分析
の業務に従事。

4
海洋石油・ガス生産設備の
設計・建造事業

経理
経理部門において、海外子会社の財務諸表項目について、
増減分析・地域別売上高分析などの業務に従事。

5 化学工業メーカー 経理

経理部門において、全社ベースの損益状況の予算実績比較
分析や経年比較分析、製品原価の予定原価や前期実績との
比較分析などの業務に従事。

6 化学製品メーカー 経理
原価管理部門において、予定製造原価の算定、販管費・営
業外損益の予算実績比較分析の業務に従事。

7 ガス事業者 経理
経理部門において、固定資産残高の月次増減分析などの業
務に従事。

8
化成品・樹脂フィルムメー
カー

経理
経理部門において、月次・年次決算における異常値分析や
指標分析の業務に従事。

9 架線金物メーカー 経理
経理部門において、予算編成時の利益予想、未決勘定の残
高管理、部内経費予算の作成や予算実績管理の業務に従
事。

10 楽器メーカー 経理
経理部門において、事業別・製品別の生産高の予算実績差
異分析や製品製造原価の経年分析の業務に従事。

11 カメラ・事務機器メーカー 経理
経理部門において、グループ会社の個別決算分析や連結決
算におけるのれんの減損テストの業務に従事。

12 協同組合連合会 経理

経理部門において、連結決算導入に係る会計方針の検討、
税効果会計・退職給付会計導入における決算への影響分析
の業務に従事。

13 鶏卵・鶏卵加工品販売会社 経理

経理部門において、月次決算の損益項目に係る予算実績差
異分析、減価償却費・棚卸資産の前年差額分析などの決算
業務の従事。

14 建設会社 経理
土木部門において、工事原価算定を目的とする原価計算の
業務に従事。

15 建設会社 経理

経理部門において、進行基準適用工事やJV（共同企業体）
工事における原価計算業務、金融機関説明用資料作成を目
的とした収益性分析や安全性分析などの指標分析の業務に
従事。

16
建築物・電話設備の施設管
理会社

経理
財務部門において、決算書類作成、工事原価算定を目的と
する原価計算、経営実態把握のための財務分析の業務に従
事。

17 産業・家庭用ガス専門商社 経理
経理部門において、外貨建取引の発生見込額の算出、為替
損益の見込みと実績の差異分析などの為替リスク管理の業
務従事。

18 自動車・バイクメーカー 経理

主計部門において、新会計基準の導入、棚卸資産・固定資
産の未実現利益の消去、連結キャッシュフロー計算書の作
成などの連結決算業務に従事。

19 重工業メーカー 経理
事業所の経理部において、製品原価管理や損益管理、短期
利益計画や中長期事業計画の策定の業務に従事。

20 住宅建築資材メーカー 経理
経理部門において、工場原価管理や部門別の業績管理を目
的とする財務分析の業務に従事。

21 食料品メーカー 経理

経理部門において、引当金の算定や貸借対照表残高の推移
分析などの決算業務や直接原価計算による業績管理や固定
費の予算作成・実績管理などの予算実績管理の業務に従
事。

実務従事の主な確認事例



22 総合エンジニアリング会社 経理

経理部門において、固定費の予算実績管理、完成工事原価
管理、棚卸資産や売掛債権の滞留調査・債権保全等の資
産・債権管理の業務に従事。

23 総合家電メーカー 経理
経理部門において、人件費管理を目的とする財務分析の業
務に従事。

24 総合商社 経理
経理部門において、海外現地法人や海外支店の決算数値の
実数分析や予算実績差異分析の業務に従事。

25 総合商社 経理
経理部門において、海外支店や海外現地法人の主要勘定
（売上、売掛金等）の趨勢分析の業務に従事。

26 総合リース会社 経理
主計部門において、リース資産の増減分析、賃貸借料収入
や割賦売上高の増減分析の業務に従事。

27 損害保険会社 経理
経理部門において、海外関連会社の保険料収入の前期比較
などの決算分析の業務に従事。

28 鉄鋼メーカー 経理
製鉄所の経理部門において、工場原価管理や損益改善を目
的とする原価計算や予算実績管理に関する業務に従事。

29 不動産会社 経理
経理部門において、投資不動産の収益査定、不動産物件の
工事原価計算、連結子会社の業績管理の業務に従事。

30 持株会社（金融） 経理
経理部門において、月次・四半期決算書類の作成や連結決
算の業績予想数値の算定の業務に従事。

31 持株会社 経理
経理部門において、グループ会社の業績把握や経営改善を
目的とする財務分析の業務に従事。

32 計測制御情報機器メーカー 経理、原価計算
事業部門において、半導体製造装置の納入・立上げに関す
る予算の作成や進捗管理、実際原価計算や差異分析の業務
に従事。

33 学校法人 経理、財務
経理部門や収益事業部門において、予算編成、決算書類の
作成、将来収支予測、収益事業の経営状況分析の業務に従
事。

34 生命保険会社 経理、財務
経理部門や収益管理部門において、部門別交際費の予測や
予測値と実績値の差異分析、月次の流動性分析の業務に従
事。

35 総合家電メーカー 経理、財務
経理部門において、製品・商品の収支分析や在庫管理、資
金繰り管理の業務に従事。

36 電子部品メーカー 経理、財務

経理部門において、決算書類の作成、グループ会社の収支
状況分析（売上や利益の増減要因分析）、資金繰り状況分
析の業務に従事。

37 不動産投資顧問業者 経理、財務

経理部門において、売上・費用・投資等に伴う現金収支の
精査、事業計画を踏まえたキャッシュフロー予測やグルー
プ会社間での資金調達計画の立案・実行の業務に従事。

38 独立行政法人 経理、財務分析
企画部門において、共済事業に係る財務諸表の作成、責任
準備金や支払備金の算出・分析の業務に従事。

39 インテリア専門商社 経営企画
マーケティング部門において、目標売上高や目標利益額等
の予算編成、月次・年次における予算実績差異分析の業務
に従事。

40
カメラ・顕微鏡等精密機器
メーカー

経営企画

財務部門において、本社の事業計画（財務書類・資金運用
表）の策定や実績との差異分析、子会社の経営状態の把
握・分析の業務に従事。

41 協同組合連合会 経営企画
協同組合連合会において、会員組合（資本金5億円以上）
の経営状況の把握、経年・組合間での比較分析の業務に従
事。

42 コンサルタント会社 経営企画
経営企画部門において、財務指標分析を踏まえた財務指標
目標の作成や中期経営計画の作成・実績管理の業務に従
事。

43 信用金庫 経営企画、経理
経営企画部門や経理部門において、長期経営計画の作成や
実績対比分析、営業店別の収益管理、ALM管理の業務に従
事。

44 居酒屋チェーン店 経営企画、財務

経営企画部門において、上場申請のための有価証券報告書
の作成、既存店舗の経営状況の分析や新規出店に係る財務
計画の業務に従事。

45 紙パルプ商社 経営企画、財務
海外管理部門において、海外子会社の業績予測、資金計画
の策定の業務に従事。

46
機械・プラントエンジニア
リング

原価計算

経理部門において、部門費予算や操業度計画の編成、個別
原価計算に係る予算配賦率を算定や予定配賦額と実際発生
額の差異分析の業務に従事。



47 ゲームソフトメーカー 原価計算
事業部門において、ゲームソフト制作やインターネットで
の音楽・ゲームコンテンツ配信に関する原価計算の業務に
従事。

48
自動車部品・航空機部品
メーカー

原価計算
自社工場において、標準原価と実績原価の差異分析や労働
の生産効率や材料の消費効率の測定・評価の業務に従事。

49 食品メーカー 原価計算

経理部門において、製品や仕入商品の原価計算、製造原価
率や売上原価率の変動要因分析、棚卸資産の増減分析の業
務に従事。

50 精密部品メーカー 原価計算

本社経理部門や自社工場において、工場別の損益や原価の
差異分析、総費用分析や損益分岐点分析、海外子会社の業
績予想の業務に従事。

51 総合家電メーカー 原価計算
自社工場において、工場製品に係る原価企画・原価管理や
予算実績管理の業務に従事。

52 卸電気事業者 財務

財務部門において、投融資案件について、キャッシュ・フ
ロー・損益状況・事業進行状況の把握・評価、自社の将来
自己資本比率に与える影響分析の業務に従事。

53 海運会社 財務
財務部門において、船舶の設備投資案件に係る資金調達等
の業務に従事。

54 コピー機・カメラメーカー 財務
財務部門において、為替リスクの管理や為替動向が損益に
与える影響の分析の業務に従事。

55 総合家電メーカー 財務

資金管理部門において、単体・連結の資金の増減要因分析
や事業部別資金の予算実績管理、現預金残高やコミットメ
ントライン設定額の同業他社比較などの業務に従事。

56 持株会社 財務
財務部門において、月次の資金計画・資金実績の作成や増
減分析、年次の資金計画の企画・立案の業務に従事。

57 銀行 財務、経営企画

事業企画部門や財務部門において、ネットバンキング事業
の事業計画策定や収益性分析、子会社に関する予算実績管
理や資金繰り管理の業務に従事。

58 旅行会社 財務分析

市場開発部門において、取引先（資本金5億円以上）の新
規開拓や与信管理の観点から、財務指標による企業分析の
業務に従事。

59 証券会社 財務分析

投資部門において、銀行グループによる証券子会社の完全
子会社化案件や銀行による第三者割当増資の引受に係る財
務分析の業務に従事。

60 信託銀行 財務分析

不動産部門において、法人取引先（資本金額5億円以上）
に対する業務用不動産や信託受益権の購入における財務へ
の影響分析の業務に従事。

61 信用金庫 財務分析

企画部門において、貸出金・有価証券等運用資産に係る
ポートフォリオ分析やリスクアセット算出、有価証券運用
に関するＶＡＲやデュレーション分析、資産運用・資金調
達に係るマチュリティラダー分析の業務に従事。

62 生命保険会社 財務分析

資産運用部門において、金融資産・金融負債の評価方法や
評価額の分析及びソルベンシー・マージン比率算出のため
の投資先社債発行会社の財務分析の業務に従事。

63 損害保険会社 財務分析

財務管理部門において、有価証券やデリバティブ等金融商
品に関する経理・決算実務、金融商品に関するリスク管理
を目的とした財務分析に関する業務に従事。

64 保証事業会社 財務分析

保証審査部門において、債務保証先（資本金5億円以上）
に係る保証契約の締結可否や許容可能保証債務残高の管理
の業務に従事。



65 総合商社 財務分析
事業統括部門において、Ｍ＆Ａ案件の会計・税務上の影響
の精査や投資採算の分析の業務に従事。

66 ITサービス企業 財務分析
税務部門において、一時差異の算定や繰延税金勘定の計上
などの税効果計算の業務に従事。

67 証券会社 証券アナリスト
調査部門において、株式アナリストとして他社（資本金額
5億円以上）の財務分析や企業評価に関する業務に従事。

68 証券会社 証券アナリスト
調査部門において、株式アナリストとして他社（資本金額
5億円以上）の成長性や財務健全性の分析に関する業務に
従事。

69 投資信託会社 証券アナリスト
調査部門において、株式アナリストとして他社（資本金額
5億円以上）の財務分析や企業評価に関する業務に従事。

70 監査法人 コンサルティング
監査法人のアドバイザリー部門で、クライアント（資本金
5億円以上）に対する財務デューデリジェンスの業務に従
事。

71 監査法人 コンサルティング

監査法人のアドバイザリー部門において、クライアント
（資本金5億円以上）から委託を受けて、合併・買収等に
係る財務・会計上のアドバイスや対象企業の財務調査の業
務に従事。

72 監査法人 コンサルティング

財団法人（指定正味財産5億円以上）の事業の民間化にあ
たり、資産・収支状況の整理、事業価値の算定、民営化ス
キームの検討の業務に従事。

73 コンサルタント会社 コンサルティング

コンサルタント会社の財務書類の適正性を確保するための
内部統制が適切か否かを調査する部門において、他社（資
本金額５億円以上）に対して、金融商品取引法に基づく内
部統制報告制度への対応を目的とする内部統制評価支援に
関する業務（内部統制上の問題点を改善する業務）に従
事。

74
システムインテグレータ
（ユーザー系）

コンサルティング

コンサルティング部門において、クライアント（資本金5
億円以上）の財務指標の経年比較、業界平均や競合他社と
の比較分析及び経営管理体制の課題分析の業務に従事。

75 証券会社 コンサルティング
アドバイザリー部門において、内外企業の合併・買収や再
建・破綻処理に係る調査・分析の業務に従事。

76 証券会社 コンサルティング

投資銀行部門において、上場企業に対する企業再編、IFRS
導入、敵対的M&Aなどに係る経営・財務戦略の調査分析・
助言業務に従事。

77 シンクタンク（金融系） コンサルティング
コンサルティング部門において、企業年金に係る財務戦略
等を目的とする財務分析の業務に従事。

78 信託銀行 コンサルティング
年金数理部門において、クライアント（資本金5億円以
上）に対する退職金・年金制度に係るコンサルティング業
務に従事。

79 総合電気メーカー コンサルティング

コンサルティング部門において、他社（資本金額５億円以
上）に対する金融商品取引法に基づく内部統制報告制度へ
の対応を目的とする内部統制評価支援に関する業務（内部
統制上の問題点を改善する業務）に従事。

80 特別民間法人 コンサルティング

営農対策部門において、個別農協（出資金5億円以上）の
営農経済事業の売上高・仕入高の経年比較、農業関連施設
の損益分析などの業務に従事。

81 都市銀行 コンサルティング
法人営業部門において、取引先（資本金額5億円以上）に
対する企業財務戦略や企業価値向上の情報提供や相談業務
に従事。

82 都市銀行 内部監査
内部監査部門において、財務書類作成業務、資産査定、償
却・引当などに係る内部監査の業務に従事。

83 化粧品メーカー 内部統制

監査部門において、財務報告に係る内部統制の構築・評価
を目的とする評価ツールの設計、財務分析及び不備の改善
に関する業務に従事。

84 コンサルタント会社 内部統制
経理部門において、グループ会社の連結ベースでの財務報
告に係る全社的な内部統制構築業務に従事。

85 鉄道会社 内部統制

監理部門において、財務報告に係る内部統制の評価範囲の
検討、全社的な内部統制の評価・改善、業務プロセスの評
価・改善の業務に従事。

86 協同組合中央会 会員組合監査

協同組合中央会において、会員組合（資本金５億円以上）
に対する監査にあたり、会員組合の経営状況分析や、財務
書類作成・資産査定・償却引当処理等の適切性検証に係る
業務に従事。



２．資本金額５億円未満の法人での業務

№ 業種・事業内容 職種・業務内容 実務従事内容の概略

1
親会社（オートバイメー
カー）の経理代行会社

経理

親会社（資本金額5億円以上）から経理業務の委託を受け
ている100%子会社（資本金額5億円未満）において、親会
社の財務諸表等の作成や予算管理分析に関する業務に従
事。

2
グループ会社（航空会社）
の経理代行会社

経理

親会社（資本金額5億円以上）の経理業務の委託を受けて
いる100％子会社（資本金額5億円未満）において、グルー
プ会社の組織別・機種別の月次整備費について、予算や前
年実績との差異分析の業務に従事。

3 コンサルタント会社 コンサルティング

コンサルタント会社（資本金5億円未満）において、クラ
イアント先（資本金5億円以上）に常駐し、ERPシステムの
導入・改善を目的とする財務分析の業務に従事。

4 コンサルタント会社 コンサルティング

コンサルタント会社（資本金5億円未満）において、クラ
イアント（資本金5億円以上）に対する財務デューデリ
ジェンスや企業価値評価、M&Aストラクチャーの提案の業
務に従事。

5 コンサルタント会社 コンサルティング

コンサルタント会社（資本金5億円未満）において、クラ
イアント（資本金5億円以上）から委託を受けた資産流動
化・証券化案件の財務コンサルティングや事業再生計画の
策定支援の業務に従事。

6 コンサルタント会社 コンサルティング

コンサルタント会社（資本金5億円未満）において、クラ
イアント（資本金5億円以上）に対する株式価値評価（Ｔ
ＯＢ取引、株式交換取引、事業譲渡等）、財務デューデリ
ジェンスやフィナンシャルアドバイザリーの業務に従事。

7 コンサルタント会社 コンサルティング

コンサルタント会社（資本金5億円未満）においてクライ
アント先（資本金5億円以上）に常駐し、決算・財務報告
プロセスに係る内部統制の整備・運用・評価の業務に従
事。

8 コンサルタント会社 コンサルティング

コンサルタント会社（資本金5億円未満）において、クラ
イアント（資本金5億円以上）に対する財務報告に係る内
部統制評価支援、予算実績管理業務の改善を目的としたコ
ンサルティングの業務に従事。

9 コンサルタント会社 コンサルティング

コンサルティング会社（資本金5億円未満）において、ク
ライアント（資本金5億円以上）に対する内部統制の構築
支援や内部運用評価支援の業務に従事。

10 コンサルタント会社 コンサルティング

コンサルティング会社（5億円未満）において、クライア
ント（資本金5億円以上）に対するABC（活動基準原価計
算）を用いた業務分析や原価管理に関するコンサルティン
グの業務に従事。



３．銀行や保険会社等における貸付、債務の保証、資金運用等に関する業務

№ 業種・事業内容 職種・業務内容 実務従事内容の概略

1 都市銀行 与信管理
営業店において、法人融資の与信審査、融資先に対する信
用格付の業務に従事。

2 都市銀行 与信管理
営業店において、法人融資の与信審査の業務に従事。

3 都市銀行 与信管理
本店営業部や営業店において、法人融資の与信審査の業務
に従事。

4 都市銀行 与信管理
営業店において、法人融資の与信審査、融資先に対する信
用格付の業務に従事。

5 都市銀行 与信管理
外国業務部門において、輸入信用状の発行、外貨建貸付の
業務に従事。

6 都市銀行 与信管理
国際審査部門において、外資系企業に対する融資の与信審
査の業務に従事。

7 都市銀行 与信管理
営業店において、法人融資の与信審査、融資先に対する信
用格付の業務に従事。

8 信託銀行 与信管理
営業店において、法人融資の与信審査の業務に従事。

9 信託銀行 与信管理
資産運用相談部門において、法人融資の与信審査の業務に
従事。

10 地方銀行 与信管理
営業店において、法人融資の与信審査の業務に従事。

11 地方銀行 与信管理
営業店において、法人融資の与信審査、融資先に対する信
用格付の業務に従事。

12 第二地方銀行 与信管理
営業店において、法人融資の与信審査の業務に従事。

13 信用金庫 与信管理
営業店において、法人融資の与信審査、融資先に対する信
用格付の業務に従事。

14 信用金庫 与信管理
営業店において、法人融資の与信審査の業務に従事。

15 政策金融機関 与信管理
本店営業部や営業店において、法人融資の与信審査の業務
に従事。

16 政策金融機関 与信管理
営業店において、法人融資の与信審査、融資先の信用格付
や経営改善策の策定の業務に従事。

17 系統中央機関 与信管理
本店営業部や営業店において、法人融資の与信審査の業務
に従事。

18 生命保険会社 与信管理

国際審査部門において、外資系金融機関に対する融資の与
信審査、海外企業が発行する債券に対する社内格付付与の
業務に従事。

19 都市銀行 与信管理、金融営業

営業店やデリバティブ部門において、法人融資の与信審
査、法人クライアント先（資本金5億円以上）へのデリバ
ティブ商品提案の業務に従事。

20 都市銀行 与信管理、債権管理
融資部門において、法人融資の与信審査、業態悪化先債権
の管理・回収に関する業務に従事。



21 都市銀行 与信管理、債権管理
営業店において、法人融資の与信審査、延滞債権管理の業
務に従事。

22 都市銀行 与信管理、債権管理
国際審査部門において、海外向け融資、不良債権の回収可
能性分析に関する業務に従事。

23 都市銀行 与信管理、財務
営業店や財務部門において、法人融資の与信審査、自行の
資本調達計画の立案・進捗管理、自己資本比率の算出や他
行比較の業務に従事。

24 都市銀行 資金運用
市場部門において、クレジットデリバティブのトレーディ
ングに係る信用リスクの評価の業務に従事。

25 生命保険会社 資金運用
資産運用部門において、株式運用を目的とする企業の財務
内容調査の業務に従事。

26 生命保険会社 資金運用
資産運用部門において、資産運用計画の企画・立案、運用
関連予算の策定・実績管理、株式運用のための企業分析の
業務に従事。


