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RECRUIT LEADER’S MESSAGE 北陸事務所長より
メッセージ

皆さん、こんにちは。

あずさ監査法人の北陸事務所は、数多くの上場会社、かつ、金融
機関から小売、商社、メーカー等、幅広い業種のクライアント
を有しており、今後、公認会計士として大きな成長を目指される
皆さんに、多様な経験の場を提供できる事務所です。

また、北陸地域にある監査法人の事務所としては、所属員数
で最大の規模を誇るため、さまざまな個性や経験を持った
同僚と仕事ができ、人間としての成長の場も提供できます。

東京事務所との連携も強く、北陸事務所と東京事務所との相互
人材交流を通じて、将来の多様なキャリアパスを描くことも
できます。新人からパートナーまで、クラス隔たりなくお互い
専門家としてフラットに議論できる風通しの良い事務所です。

我々と一緒に多様な経験のできる会計士として成長しあい
ませんか？

Partner

北陸事務所長

高野浩一郎
Koichiro Takano
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非常勤2人
事務局 4人

パートナー 4人

シニアマネジャー・
マネジャー

11人
アシスタント
マネジャー

12人シニア 8人

スタッフ

4人

オーディット
アシスタント

6人 51
合計

名

北陸事務所
石川県金沢市

富山オフィス
富山県高岡市

福井オフィス
福井県福井市

事務所概要
2022.7.1現在人員 所在地

主なクライアント

日華化学株式会社

三協立山株式会社 株式会社歯愛メディカル

小松マテーレ株式会社 コーセル株式会社

ダイト株式会社 株式会社田中化学研究所

三谷産業株式会社 上記含む上場会社18社

18
北陸3県本社所在地上場会社数 67社

あずさ監査法人関与社数 社

社

小売・物流他
ビーイング
ホールディングス

6社

化学・素材
日華化学

3 31
合計

社

製造・機械等・
建設
三協立山

11 社

金融
福井銀行 8社

エネルギー
三谷産業 1社

ライフサイエンス
ダイト

2社
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政所里美
Satomi
Mandokoro

石坂亮
Ryo 
Ishizaka

堀江慎太郎
Shintaro
Horie

北陸事務所では、北陸3県に所在するクライアントに対し、
主に監査業務を行っています。
人員数、上場クライアント数ともに北陸地域では最大
規模となっており、さまざまな業種のクライアントに
対する監査業務を経験できます。
また、首都圏と比較すると、比較的中小規模のクライ
アントで構成されるため、早い年次から色々な業務に
携わる機会があり、監査の全体像を把握することがで
きます。能力次第では、スタッフ年次からインチャージ
（主査）を任されることもあるなど、比較的早い段階
で幅広い経験を積むことが可能です。

クライアントの規模から少人数のチームで監査を実施
するため、スタッフ年次では上位者から丁寧な指導
を受けることができ、北陸事務所自体が全員の顔が
見える組織のため、気兼ねせずに上位者に質問等を
することができます。スタッフ年次の間に主要な勘定
科目の監査手続を一通り経験することができました。
また、私自身も比較的早い年次から東証プライム市場
上場会社のインチャージ（主査）を経験させて
もらったことで監査計画から意見形成までの監査全体
の流れを理解することができました。
さらに、監査責任者との議論を通して、監査にかかる
知見が広がり、クライアントの経営者とのディス
カッション等に参加することで、クライアントがどの
ようなことを考えて会社経営を行っているのかを理解
できたことは、貴重な経験になっていると思います。

製造業や卸売業等の監査だけでなく、銀行、信用金庫、
証券会社といった金融の各業種における監査業務も行って
います。
金融機関における貸倒引当金の妥当性を検証する自己査定
監査では、さまざまな融資先の決算書や経営計画、それに
対する金融機関の与信判断などを見る機会があり、会計士
としての幅が広がります。

金融機関の監査の特徴は、金融機関特有の勘定科目
や用語、貸倒引当金の妥当性を検証する自己査定
監査等があることです。
会計士試験では目にすることがなかった用語が多く、
初めて金融機関の監査を担当した年は事業会社との
違いに苦労しましたが、社内研修やOJTを通して
必要な知識をアップデートすることで、徐々に理解
が深まりました。
さまざまな融資先の決算書や経営計画を基に、銀行
の与信判断の妥当性を検討する自己査定監査では、
経営者に近い目線で会社の経営状況を分析する経験
を積むことができるので、会計士としての幅が広がり
ます。

監査業務の他、北陸地域で上場を目指す企業に対する上場
支援業務も行っています。
既に上場している会社とは異なり、会計処理方法や内部
統制を含む内部管理体制の構築など、上場するにあたって
の課題の洗い出しから始まるため、会計・監査における
幅広い専門知識が要求されます。
長い年月をかけて、クライアントと共に上場に向けた課題
を一つひとつクリアしていく点において、監査業務とは
異なる魅力があり、やりがいのある分野といえます。
また、上場支援業務で得た経験・知識が、通常の監査業務
にも生かされるため、会計士としての成長にも繋がります。

上場準備会社は、上場会社に求められる水準の内部
統制が整備されていなかったり、必要な会計基準を
適用していない場合が多いです。そのため、上場
会社として求められる水準の内部管理体制の構築、
会計基準の指導などの面で、指導的機能の発揮が
強く求められます。
例えば、会社の業務に関してルールや規程が整備され
てないこともあり、規定の作成から指導する場合も
あります。また、会計基準についても、ホワイト
ボードや準備した資料を使って、会社の経理部員に
対して研修のようなものを行う場合もあります。
このように、監査する立場ではありますが、上場に
向けて会社と一緒に体制を作り上げていくような
感覚であり、やりがいがあり、法定監査とは違った
経験をすることができます。

監査

金融

IPO（株式上場）支援



前職は生命保険会社に勤めており、
全国転勤を繰り返していたため、
次第に地元に戻りたい気持ちと
専門的なスキルを身に着けて地元
に貢献したいという気持ちが芽生
え、公認会計士を志望するように
なりました。
あずさ監査法人の北陸事務所では、
さまざまな業種の監査を経験する
ことができますし、セクター（業種）
別の研修が充実しており、地元に
いながら東京の専門事業部門との
交流が可能である点も大きな魅力
だと思います。

北陸での就職を希望しており、北陸
の監査法人を中心に就活をしていた
なかで、一番雰囲気が自分に合って
いるのではないかと感じ、あずさ
監査法人に入所しました。
地方事務所は就職活動でお話し
した方と高確率で一緒にお仕事を
させていただくことになるので、
リクルーターの方と積極的にコミュニ
ケーションをとってみるのもおすすめ
です。

就職活動をするにあたり、長い目
で働きやすい職場がいいと思い、
成長の機会や環境に恵まれている
北陸事務所を選びました。
1年目からさまざまな業種のクライ
アントに関われる機会や、下から
の意見にも耳を傾けてくれる環境
は、地方事務所ならではの魅力
だと思います。

前職が会計とは無縁の業界であった
ため、公認会計士として早期に成長
できる環境を重視しました。
北陸事務所は中小規模のクライアント
が多く、比較的早い段階でさまざま
な経験を積むことができます。
また人材育成にも力を入れている
ため、特に成長という点において
魅力的な職場です。

北陸事務所・富山オフィス・ 福井オフィスに決めた理由

あずさ監査法人

Assistant
Manager
森雄二
Yuji Mori

Staff
嶋満里奈
Marina Shima

Staff
秋田裕香
Yuka Akita

Staff
篠田愛揮
Naruki Shinoda
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ワークライフバランスについて

Assistant Manager

近藤圭一郎
Keiichiro Kondo

期末決算の繁忙期こそ、限られた時間の中でやるべきタスクに集中
して取り組む必要がありますが、夏季や冬季休暇、閑散期には比較的
長い休暇をとることができます。そのためコロナ前は、年に1～2回は
海外旅行に行けましたし、事務所のメンバーの中には、なかなか
行けない遠い国へ毎年のように行っている方もいたりします。
もちろん、閑散期であっても監査計画についてじっくり見直したり、
繁忙期であっても仕事終わりに飲みに行ったりと、年間を通して
バランスの良いワークライフを送れていると感じます。

Assistant Manager

山田宗生
Muneyuki Yamada

BIG4のメンバーファームということもあり、リモートワークがソフト
面・ハード面ともに強く推進されている組織だと思います。首都圏の
各事務所との隔たりはより低くなり、北陸事務所にいながらに
して、ビッククライアントや本部業務に関与
する機会もあります。また、移動時間も減り、
居場所の自由が生まれたことで、趣味や自己
研鑽に充てる時間、家族で過ごす時間が増えた
方も多いのではないでしょうか。

12

6

9 3
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Senior

菅野敏弘
Toshihiro Sugano

私は入社して2年間、東京事務所で勤務した後、2020年7月から
北陸事務所で勤務しています。北陸事務所での勤務を希望した理由
と重なりますが、北陸事務所と東京事務所の違いは、比較的若い
年次から上場企業のインチャージを経験できる環境が備わっている
点だと思います。上場企業のインチャージを経験することは自らの
成長に繋がり、今後の公認会計士としてのキャリアの選択肢が広がる
と考えます。

あずさ監査法人北陸事務所は、北陸地域で最大規模の監査法人で
あり、18社の上場会社をクライアントとして有しています。その
ため、東京事務所よりも2-3年早い年次から上場クライアントの
インチャージ（主査）として監査業務に従事する機会を得ること
ができます。その経験を基に東京事務所への異動や海外事務所へ
の赴任により、より規模の大きな上場会社等の担当をすることも
できるため、北陸事務所でスタートするキャリア形成は非常に
有益だと思います。

Senior Manager

牧野敏幸
Toshiyuki Makino

あずさ監査法人 東京事務所との違い

法人や事業部が主催する研修の他、北陸事務所独自の
研修会を開催しています。今年度は実務に役立つテーマ
発信と意見交換を目的とした勉強会を複数回開催する
予定です。また、北陸事務所のパートナーが過去に得た
経験・教訓を若手に共有するといった新たな取組みも
予定しています。

1 北陸独自の研修会の開催

若い年次のスタッフに向けて、通常の調書レビューとは
別に人材育成の観点から監査調書の検討会を開催して
います。スタッフ1名に対し少人数の上位者レビューアー
を設定し、監査調書の作成における本人の疑問点や悩んだ
ことなどをタイムリーに解決し、成長に繋げることが目的
です。調書検討会の実施により、実際の監査現場における
OJTにより補いきれなかった部分をカバーすることができ、
監査手続に関する理解が深まります。

2 調書検討会の開催

あずさ監査法人の人材育成における重要な制度の1つに
キャリアマネジメント制度というものがあります。キャリア
マネジメント制度とは、すべての職員に対し、人材育成・
コーチング能力の高いパートナーがキャリアマネジャー
となり、面談を中心として人材育成を行う制度です。
北陸事務所においても、各人の個性やキャリアプランに
合ったサポート・人材育成を行っています。また、OJT
施策として、エンゲージメント1O1（ワン・オー・ワン）
を実施しています。1O1とは監査チームごとにマネジャー
が面談者となり、1対1でのコミュニケーションをベース
に、コーチングおよびフィードバックを実施していく
取組みです。定期的に実施することでコロナ禍における
孤独感・不安の解消や継続的なフィードバックにより
各人の成長をサポートしています。その他、新人スタッフ
については、一人ひとりに対して入所年次の近い上位者
を教育担当（チューター）として選任し、業務全般に
おける疑問点や悩みを気軽に相談できるチューター制度
もあります。

3 定期的なコミュニケーションの実施

北陸事務所、東京事務所間の期限付き異動による交流や、
チームメンバーアサインによる交流（北陸事務所に所属
しながら東京事務所のクライアントに関与する等）が
行われており、北陸で働きながら東京事務所との人材
交流ができる環境となっています。

4 東京事務所との人材交流

人材育成は法人全体としてももちろん注力していますが、
北陸事務所でも人材育成を重点項目として挙げています。
北陸独自で行っている取組みや東京事務所の施策の一環と
して取り組んでいる内容についてご紹介します。ニーズ
に合わせてさまざまな取組みを行っており、事務所全体、
特に若手の底上げを図っています。

人材育成
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Career
Path
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Staff

Senior

Assistant
Manager

Partner

Manager
Senior

Manager

産休・育休の取得

育休を3回取得し、現在3人の娘を育てながら勤務して
います。復職後は、フレキシブルワーキングプログラム
（時短勤務等）や在宅ワークを利用し、仕事と育児の両立
に取り組んでいます。上司に相談させて頂く機会も多い
ので、自分の働きやすい環境を作っていくことができる
と思います。育児をしながらでも、専門家として仕事が
できることは大変魅力だと感じています。

スタッフの業務

Wataru Ito 伊藤 和
スタッフ

入社してすぐ繁忙期である4、5月を迎えます。慣れない
うちは分からないことも多いですが、忙しい中でも先輩
たちが丁寧に仕事を教えてくださるので、安心して働く

ことができます。また研修や面談といったOff-JTの活動も盛んで、学びの多い
時間を過ごすことができます。

インチャージ業務の経験

Masashi Iida 飯田将史
シニア

監査チームメンバーの一人として主要な会計論点の検討
を行いながら、チームを現場レベルでコントロールする
のが主な役割となります。

監査計画の立案、各チームメンバーの作業分担の作成等マネジメントの経験を
積むことができ、また、クライアントと最も近い距離で接することになるため
ビジネスの動きをダイレクトに感じられ、やりがいと成長の実感を得られる
仕事だと思います。

やクライアントとの情報共有をはかり、課題を解決していくことです。クライ
アントとの議論の場面では、経理部長や時にはCFOのカウンターパートとして
厳しい意見を伝えることもありますが、会社がより良い方向に向かうことを
サポートするやりがいのある仕事と感じています。

マネジャー業務

Yuya Hirata 平田祐也
マネジャー

マネジャーの最も重要な役割は、チームメンバーの作業
進捗を把握したうえで必要なリソースを確保するととも
に、会計監査の視点から会社の課題についてパートナー

メンバーが業務をしやすい環境を作ることもしています。
経営者として、業務執行のみでなくクライアント、事務所メンバーが満足の
できる場を整えていくことは大変ですが、充実感も大きいです。

パートナー業務

Yuichi Ishibashi 石橋勇一
アソシエイト・パートナー

パートナーはご存知の通り、会計監査では最終的な責任
を取る立場にあります。また一方で、クライアントと
コミュニケーションを取り信頼関係を構築し、チーム

入所

年目
2

入所

年目
6
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新年度スタート
あずさ監査法人は6月決算のため、7月から
新年度が始まります。
北陸事務所（特に富山オフィス）では5月
決算のクライアントも多いため、新年度早々
に期末監査に携わることもあります。

7月後半 - 8月上旬
新年度に向けた監査計画の策定や、3月決算
クライアントの第1四半期レビューの実施
など、夏季休暇に入る前の1つの山場がやって
きます。
また、打上げの機会も増える時期でもあります。

9月 -11 月
比較的長めの夏季休暇が明けてからは、多少
時間に余裕のある時期が続きます。それぞれ
リフレッシュのため有給休暇を取得したり、
クライアントのビジネス理解を深めるため自己
研鑽に励んだり、有意義に時間を使える時期
です。

12月 - 3月
12月決算の期末監査や3月決算クライアント
の内部統制監査など来たる繁忙期に向けて、
着々と準備を進める時期です。3月に入ると、
スタッフの主な作業の1つである残高確認状
の発送・回収に向けて、会社担当者との打合
わせを実施します。

6月繁忙期を乗り越え
怒涛のような繁忙期を乗り越え、5月も終わり
に差し掛かると少しずつ落ち着いてきます。
そして6月に入れば、決算慰労会を各チーム
ごと、また事務所全体で開催し、無事決算を
乗り越えられたことを祝すとともに、新年度
に向けて英気を養うのです。

4月 - 5月繁忙期
4月に入るといよいよ繁忙期がやってきます。
クライアントの期末日前後に棚卸立会や実査、
確認状の発送などを実施し、確認状の回収
管理を行いながら期末の実証手続を進める、
まさに怒涛のように過ぎていく日々です。

出社時の風景

Jul

Aug

Sep

Dec

Apr

Jun

キックオフミーティング

百万石まつり踊り流し

指導風景

ゴルフコンペ
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リクルートサイトはこちら！

www.recruit.azsa.or.jp

お問い合わせ

有限責任あずさ監査法人
北陸事務所

〒920-0919

石川県金沢市南町4番60号金沢大同生命ビル5階
TEL : 076-264-3666   FAX : 076-264-8666

富山オフィス

〒933-0057

富山県高岡市広小路5番13号高岡広小路第一ビル3階
TEL : 0766-23-0396   FAX : 0766-88-7611

福井オフィス

〒910-0006

福井県福井市中央3丁目1番5号三谷中央ビル3階
TEL : 0776-25-2572   FAX : 0776-25-2573

ここに記載されている情報はあくまで一般的なものであり、特定の個人や組織が置かれている状況に対応するものではありません。私たちは、的確な情報をタイムリーに提供す
るよう努めておりますが、情報を受け取られた時点及びそれ以降においての正確さは保証の限りではありません。何らかの行動を取られる場合は、ここにある情報のみを根拠と
せず、プロフェッショナルが特定の状況を綿密に調査した上で提案する適切なアドバイスをもとにご判断ください。
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