求人案件情報
案件番号
業種
New 1872 SI事業

2016年6月3日
ポジション
連結決算メンバー

勤務地
主な業務内容等
東京都23区・連結パッケージを用いた連結業務

要件

New 1871 スポーツジム運営
及び
デイサービス事業

経理部長（CFO候補）

東京都
渋谷区

・スタジオ別の業績管理
・IPO準備責任者
・監査法人、証券会社対応

New 1870 半導体製造機器
製造及び販売

CFO（有期）

東京都
港区

・販売、製造子会社２社の単体決算作成
・財務経理実務経験
・販売、製造子会社業績の本国（米国）へのレポート ・英語（ビジネスレベル）
※年齢不問、非常勤応相談
・細やかなコミュニケーションのとれる方

1869 不動産投資会社

CFO候補

東京都
中央区

・IPO実務
・IR
・その他財務経理業務

・公認会計士資格
・IRに携わった経験
・英語力（海外の株主への説明対応が必須）
・30代半ばくらいまでを想定
※要件に合致する場合には
年齢・報酬については幅広に検討。

800万円
～1,000万くらい

1866 投資ファンド

政府系投資
ファンドメンバー
【ディレクター
～アソシエイト】
※契約社員（1年更新）

東京都

・投資案件発掘
・投融資検討、実施
・事業再生、業績改善等のサポート
・経営人材派遣、等

・投資ファンドや監査法人での勤務経験
（公認会計士資格あれば尚可）
・事業再生、業績改善等の実務経験
・タフな環境でもやり遂げる意思をお持ちの方

アソシエイト
800万円～
マネージャー
1000万円～
シニアマネージャー
1200万円～
ディレクター
1300万円～

・連結決算の実務経験者
または同程度の知識を有する方
・年齢は30代前半から40代半ばを想定
・財務経理の実務経験
・IPOの趣旨を理解し、チームメンバーを先導できる方
・年齢は30代後半から40代前半を想定

（ディレクター）
・チームマネジメント経験が豊富な方
＜募集年齢＞
30～50歳くらいまで
アソシエイト 30代
マネージャー 30代後半～40代前半
シニアマネージャー、ディレクター 40代が望ましい
1865 服飾付属品、
カメラ資材、
自動車内装資材、
靴用品等の
製造・販売

財務経理部門
大阪府
部長～課長（CFO候補）） 大阪市

・決算取り纏め
・監査法人、証券取引所対応
・金融機関とのリレーション強化
・海外及び国内のグループ会社管理
（海外赴任の可能性あり）
・予実管理（部門別管理等）
・ＩＲ（投資家対応）
・マネジメントへのレポート
・部下の育成
・組織体制の整備、等

各案件に関するお問合せはホームページの＜お問合せ＞ページもしくはinfo@deltawin.comまでお問い合わせください。

・財務経理部門での実務（決算、管理会計、ＩＲ等）
およびマネジメント経験は必須（上場会社であれば尚
可）
・内外子会社の財務経理を中心とした管理経験
・海外赴任可能な方（入社後直ぐではないものの
将来的に海外グループ会社へ異動の可能性あり）
・英語で業務をこなせる方
・40代が望ましい

報酬（年収）
1,200~
1,500万円くらい
700
~800万円くらい
月55万円
（年650万円）くらい

800万円
～1200万円くらい
（応相談、
前職給与を考慮）
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求人案件情報
案件番号

2016年6月3日

業種
ポジション
1864 電気機器（基盤等） ディレクター／
製造、販売
シニア・マネージャー
（財務・経理系）

勤務地
神奈川県

主な業務内容等
・管理会計整備（システム構築を含む）
・移転価格税制対応（外部専門家と連携）
・タックスプランニング
・海外税務（中国、越南）
・制度会計実務
（子会社株式の減損処理や減損会計の判定基準等
の影響について、十分な根拠を持ったうえで、
監査法人に対する説明が可能な人材）
・グローバルキャッシュマネジメント対応
・コンプライアンス状況改善のファシリテーション
（海外拠点人材＋外部専門家での対応の
進捗管理）

要件
・上記仕事内容に関して幅広く実務、マネジメント経験を
お持ちの方
・製造業やコンサルティングの取引先で、製造業の
財務経理のご経験をお持ちの方
・自分で手を動かせる方
・コミュニケーション能力が高く、ファシリテーション経験が
豊富な方
・英語力必須（読み書きレベル以上）
・40半ばくらい～40代後半が望ましい

報酬（年収）
1,200~
1,300万円くらい
※契約社員
（１年更新）

・製造業（電子部品、半導体関連等）における
経営管理部門の経験者やコンサルティングファームで
製造業向けの経営改善コンサルティングを
担当されたご経験をお持ちの方
・投資ファンド等でマイナー出資をした企業に対する
経営改善経験をお持ちであれば望ましい
・自分で手を動かせる方
・コミュニケーション能力が高く、ファシリテーション経験の
豊富な方
・英語力必須（ビジネスレベル）
・40代～50代が望ましい

1,300~
1,400万円くらい
※契約社員
（１年更新）

・相続分野に関して見識が深い方
・税理士または公認会計士資格所有者
・年齢は45歳くらいまでを想定

700~1,200万円

＊本ポジションは、投資ファンドに契約社員
（１年更新）としてシニア・ディレクター
（あるいはディレクター）として採用後、
投資先である電気機器メーカーに経営企画部門の
部長付（あるいはマネージャー）として派遣される
ことになる予定です。
1863 電気機器（基盤等） ディレクター／
製造、販売
シニア・マネージャー
（経営企画系）

神奈川県

・歩留まり改善施策実行のファシリテーション
（外部専門家をメインに、製造本部、社長室、
海外工場管理職と連携することを想定）
・経営改善施策実行のファシリテーション
（メーカー（特に電子部品、半導体関連等）における
経営企画経験、業績改善を社内横断的に
実施してきた経験のある方）
・中期経営計画作成
・コスト削減施策実行のファシリテーション
・（欧州自動車向け営業施策）施策実行の
ファシリテーション
＊本ポジションは、投資ファンドに契約社員
（１年更新）としてシニア・ディレクター
（あるいはディレクター）として採用後、
投資先である電気機器メーカーに経営企画部門の
部長付（あるいはマネージャー）として派遣される
ことになる予定です。

1862 会計事務所

税理士、会計士
部長～役員クラス

北海道
札幌市

・農家、酪農家向けの財務データベースを活用した
経営コンサル、人事労務コンサルなどのサービス
・事業継承、相続などの税務サポート

各案件に関するお問合せはホームページの＜お問合せ＞ページもしくはinfo@deltawin.comまでお問い合わせください。
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求人案件情報
案件番号

業種
1861 銀行系PEファンド

2016年6月3日
ポジション
財務企画部 アナリスト

勤務地
東京都

主な業務内容等
要件
報酬（年収）
・当社及びファンド（有限責任組合）の経理、財務、及 ・経理、税務業務経験（公認会計士、税理士資格取得者 500~700万円
び投資家対応部署のサポート業務、担当課長の指 優遇、但し必須ではない）、財務経験が必要。
（年俸制、12分割）
示の下、担当業務を遂行
上記3分野のうちどれか一つでも経験があれば検討致
します。
年齢は25~35歳くらいを想定
＊パフォーマンスボーナス（年1回、4月支給）は年棒に含
まれていません。
待遇・福利厚生 社保完備､借上社宅制度有り
有給休暇
・入社後6ヶ月：10日
・その後年間 ：20日

1848 外食チェーン

経理統括マネージャー

広島県
福山市

・投資ファンドとの協業
・財務諸表の取りまとめ、分析、報告
・投資分析（特に店舗展開に関して）、等

・商業簿記二級程度の知識は必須
・投資ファンドとの協業経験あれば尚可
・英語力は不問
・チームとして動ける方
・新しいことへの取り組みを厭わない方
・向上心のある方
・年齢は30代後半から40歳くらいが望ましい

1846 データ分析事業

経営企画室
課長～部長

東京都

・予算管理全般
・財務全般
・取締役会、株主総会の運営
・上場準備
・株主（資料作成）

・プレイングマネージャーとして手が動く方
年収700万円
※勘定奉行を扱いエクセル抽出、試算表作成などを含む ~800万円
・上場準備経験があれば尚良い
・年齢は45歳までが望ましい

1843 会計事務所

税理士

東京都

・海外進出企業に対するアドバイザリー業務
-海外進出支援、M&A、国際税務、
事業再生その他コンサルティング

・税理士資格、もしくは科目合格者
・地頭の良い、本質を理解できる潜在能力のある方
・英語は不要
･20代後半~30代（出来るだけ前半）

月収30万～50万
(保有資格による)
＋インセンティブ
（業績、本人の成果
により最大6か月
程度）

1842 会計事務所

会計コンサルタント

東京都

・海外進出企業に対するアドバイザリー業務
-海外進出支援、M&A、国際税務、
事業再生その他コンサルティング

・会計監査経験（会計士として実施する、もしくは
クライアントとして対応する）
・地頭の良い、本質を理解できる、潜在能力のある方
・TOEIC700オーバー
英語を流暢に話せるスタッフはたくさんいるので、
仕事の遂行に困らない程度の英語力
・20代後半～30代（できるだけ前半）

月収35万～50万
＋インセンティブ
（業績、本人の成果
により最大6か月
程度）

各案件に関するお問合せはホームページの＜お問合せ＞ページもしくはinfo@deltawin.comまでお問い合わせください。

500~600万円
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求人案件情報
案件番号

業種
1836 葬儀葬祭
サービス業

2016年6月3日
ポジション
財務経理課長

勤務地
東京都

主な業務内容等
＜職務の概要＞
（経理業務全般）
■四半期決算、年次決算のとりまとめ
（BS、PL、CF、株主資本等変動計算書）
■決算短信、有価証券報告書の作成
■会計監査対応
■管理会計・社内報告書作成
■経理課員への指導・監督
□税務申告書の作成
（法人税、地方税、事業所税、消費税等）
※現状は税理士へ依頼
□連結財務諸表の作成（現状は単体決算のみ）
※一連の経理業務を幅広くご対応して頂きます。

要件
＜必要な能力・経験＞
■実務経験３年以上 （※上場企業での経験歓迎）
■月次・四半期決算経験必須
■税務申告書、有価証券報告書作成経験歓迎
□実務が出来れば学歴不問
□一般的なPCスキル(※エクセルの関数等も使える方)
□中小企業のため臨機応変な対応が出来る方。
□30代後半～40代が望ましい

報酬（年収）
700~
800万円くらい
（応相談）

＜担当業務の課題＞
■会社の成長に伴う経理財務体制の構築、
社内ルールの改革
■月次、四半期決算の早期化
□販売管理システムと経理システムの統合検討
＜期待する成果＞
■上場企業並みの月次決算・年次決算の体制構築。
■会計規則の変更や税務改正における業務対応。
■管理会計を通じた経営指標分析と改善提案
1828 会計事務所

SPC会計税務アドミ
・アソシエイト

東京都

◇会計・税務業務
会計・税務意見書作成、ストラクチャーに関わる
税務アドバイス、投資家への報告書作成、
税務届出書・税務申告書の作成、会計帳簿の作成、
監査対応等のサービス
◇法人設立・解散清算業務
合同会社、特定目的会社（TMK）、一般社団法人、
株式会社の他、NPO法人、投資事業組合、
有限責任事業組合（LLP)等の設立・清算サービス

応募要件】
・経理経験3年程度
・簿記2級以上お持ちの方
【歓迎要件】
・税理士科目所持者歓迎
・会計業界のご経験あれば尚可
・Excelが得意な方
・手さばきの早い方
・40代前半くらいまでが望ましい

340~
380万円以上くらい
（経験、スキルに
応じて相談）
・40h/月の残業代
を含む

※スタッフの支持を受け、実務作業を的確に進めて
頂きます

各案件に関するお問合せはホームページの＜お問合せ＞ページもしくはinfo@deltawin.comまでお問い合わせください。
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求人案件情報
案件番号

業種
1827 会計事務所

2016年6月3日
ポジション
SPC会計税務アドミ
・スタッフ

勤務地
東京都

主な業務内容等
◇会計・税務業務
会計・税務意見書作成、ストラクチャーに関わる
税務アドバイス、投資家への報告書作成、
税務届出書・税務申告書の作成、会計帳簿の作成、
監査対応等のサービス
◇法人設立・解散清算業務
合同会社、特定目的会社（TMK）、一般社団法人、
株式会社の他、NPO法人、投資事業組合、
有限責任事業組合（LLP)等の設立・清算サービス
※案件責任者として顧客接点も担って頂きます

1826 会計事務所

クロスボーダー事業
支援スタッフ

東京都

◇外国法人の日本進出・個人投資家の日本投資の
支援
日本進出検討時のコンサルティング、設立登記から
会計記帳代行、税務申告、キャッシュマネジメント、
人事労務手続きなど。
業務は会計、税務専門部署や提携パートナーとの
チームで担当し、当初はアシスタントとして従事して
いただきます。
◇各種業務関係者に対する窓口及び調整役
新規案件受託時の交渉、見積もり、契約書など
関連英文書類の作成・準備。
各種受託業務（会計・給与・会社設立・管理業務
など）や翻訳サポート
※出張（国内／海外）可能性あり

要件
応募要件】
・会計事務所、税理士法人での実務経験者（3年以上）
・税務申告書の作成経験をお持ちの方
【歓迎要件】
・税理士科目所持者（2科目～）
・責任感を持ち、柔軟に仕事を進めて下さる方
・40代前半くらいまでが望ましい

報酬（年収）
400~
550万円以上くらい
（経験、スキルに
応じて相談）
・40h/月の残業代
を含む

【優遇されるスキル・経験】
・税理士科目所持者（2科目～）
・責任感を持ち、柔軟に仕事を進めてください方
・ビジネスレベルの英語力必須
（目安TOEIC900 点以上）
・不動産や金融業界に関わったことがあり、
基礎知識をお持ちの方
（なんとなくでもイメージがつく方）
※英語での顧客対応や提案など、
将来的にフロント業務を目指して頂ける方
・年齢は25歳から30歳くらいを想定
（ポテンシャルによっては幅広に検討）

~600万円くらい
※知識、経験に
より優遇あり
※入社後3ヶ月間
の試用期間が
あります。
その間給与、
待遇に変化は
ありません。

・「アシスタント」ではなく、自身で役割を持ち、
果敢にチャレンジをしていける方
・ハートフルなサービス提供ができる方
・顧客との会話からフレンドリーにニーズを引き出し
ビジネスにつないでいけるキャラクターの方
※当初は顧客との窓口としてつなげられる会話を
していただく中で、少しずつ知識をつけていって
いただければ大丈夫です。

1822 不動産
コンサルティング
サービス

ファイナンス責任者

東京都

・会社の金庫番（財務経理部門の責任者）
・金融機関との交渉 等

各案件に関するお問合せはホームページの＜お問合せ＞ページもしくはinfo@deltawin.comまでお問い合わせください。

・経理財務経験は必須
・不動産コンサルティング事業に精通している方
・好奇心旺盛な方
・年齢は40~55歳くらいを想定

600~
800万円くらい
（経験、スキルに
応じて相談）
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求人案件情報
案件番号
1815 製薬

2016年6月3日
業種

ポジション
勤務地
経理財務部門 次長候補 東京
（財務担当）

主な業務内容等
財務部門の組織体制構築
資金調達（手法、タイミング、等）の提案、実行
グローバルCMSの活用
金融機関対応、等

要件
・製造業での財務関連業務の経験は必須
（多様な資金調達手段の実現に関する実務経験を
求めています）
・グループ会社管理の実務経験
・金融機関（融資部門）での就業経験あれば尚可
・一定の英語力があることが望ましい
・45歳くらいが望ましい

報酬（年収）
800~1,000万円

1814 経営
コンサルティング

財務コンサルティング
候補

主に東京、 財務コンサルティング
大阪、
－全国の中堅、中小企業に対して財務経理部門の
名古屋、
課題解決のサポートを実施－
福岡 等

・財務会計/管理会計/税務分野の実務経験者
（ファイナンス分野での経験は重要視しない）
・中堅、中小企業向けコンサルティング業務の経験が
あれば尚可
・全国転勤可能な方（初任地については考慮）
・クライアントの相談に親身に対応できる方
・コミュニケーション能力の高い方
・タフな環境でも前向きに業務に取り組める方

初任給400~
550万円くらい
（コンサルタント
昇格後は本人の
パフォーマンスに
応じて550~
1,500万円くらい）

1813 VCファンド

投資ファンドメンバー
（シニア向け）

東京

・投資戦略策定
・投資案件の組成
・投資実行
・投資後のバリューアップ
・投資回収（エグジット）
・チームマネジメント
・案件発掘
・収益管理 等

・マネジメント経験必須
・金融機関（投資部門）、VC業界、等の出身者
・会計/ファイナンス実務経験をお持ちの方
・コミュニケーション能力の高い方
・タフな環境でも前向きに業務に取り組める方
・英語はできれば尚可
・40歳くらいが望ましい

800~
1,200万円くらい
（スキル・経験に
応じて相談）

1812 VCファンド

投資ファンドメンバー
（若手向け）

東京

・投資戦略策定
・投資案件の組成
・投資実行
・投資後のバリューアップ
・投資回収（エグジット） 等

・金融機関（投資部門）、VC業界、等の出身者
・会計/ファイナンス実務経験をお持ちの方
・コミュニケーション能力の高い方
・タフな環境でも前向きに業務に取り組める方
・英語はできれば尚可
・30歳前後が望ましい

500~
700万円くらい

各案件に関するお問合せはホームページの＜お問合せ＞ページもしくはinfo@deltawin.comまでお問い合わせください。
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