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「西鉄」ってどんな会社？

にしてつグループは、

「出逢いをつくり、期待をはこぶ」

事業を通して、

“あんしん”と“かいてき”と“ときめき”を

提供し続け、

地域とともに歩み、ともに発展します。



Our History



事業紹介

①自動車事業 ②鉄道事業 ③住宅事業

④都市開発事業 ⑤ホテル事業 ⑥国際物流事業



連結営業概要（2018年度）



（事業内容）

① 会計事務 （仕訳入力・伝票審査）

② 決算事務（決算データ作成）

③ 外部報告事務（計算書類作成、監査対応）

④ 各種業務の支援（各種経理業務に関する支援）

当社(西鉄アカウンティングサービス）は、

西鉄グループの事業を

経理の側面よりバックアップしています！！
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㈱西鉄アカウンティングサービス

・設立 １９９９年 １月１４日

・本社 福岡市博多区博多駅前3丁目
（博多センタービル10階）

・資本金 ３，０００万円

・従業員数 ５３名（男性：31名、女性：22名）

・平均年齢 34歳 （2020年4月１日予定）



営業種目

①会社経営の帳簿類の記帳および
決算に関する業務の代行

②会社経営の経理業務に関する
コンサルタント業務

③各種計算業務の代行



当社の役割

①グループ経営の効率化/品質向上

②会計に関するスタンダードを提案し
経理業務の統括に貢献

③正確性、迅速性、透明性、有用性
のある経理情報を提供

④グループの財務諸表の信頼性を確保



2019年8月1日現在

運　輸　事　業 不　動　産　事　業 その他の事業

1 筑豊電気鉄道㈱ 1 西鉄ビルマネージメント㈱ 1 西鉄情報システム㈱

2 ㈱西鉄ｽﾃｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ 2 西鉄不動産㈱ 2 ㈱ニモカ

3 亀の井バス㈱ 3 博多バスターミナル㈱ 3 西鉄車体技術㈱

4 日田バス㈱ 4 ㈱福岡交通会館 4 西鉄エンジニアリング㈱

5 西鉄観光バス㈱ 5 ㈱スピナ 5 西鉄建設㈱

6 西鉄バス北九州㈱ 6 九州メタル産業㈱

7 西鉄バス佐賀㈱ 7 西鉄電設工業㈱

8 西鉄バス久留米㈱ レジャー・サービス事業 8 西鉄ｼｰ･ｲｰ･ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱

9 西鉄バス大牟田㈱ 1 ㈱西鉄ホテルズ 9 ㈱西鉄グリーン土木

10 西鉄バス筑豊㈱ 2 西鉄興業㈱ 10 西鉄エム・テック㈱

11 西鉄バス宗像㈱ 3 ㈱海の中道海洋生態科学館 11 福岡小松ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ㈱

12 西鉄バス二日市㈱ 4 マリンワールドPFI㈱ 12 西鉄ウィルアクト㈱

13 九州急行バス㈱ 5 ㈱太宰府園 13 福岡中央児童会館等建替え整備事業㈱

14 西鉄ﾀｸｼｰﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱ 6 西鉄旅行㈱ 14 ㈻西鉄学園

15 福岡西鉄タクシー㈱ 7 ㈱西鉄エージェンシー 15 ㈱ＮＪアグリサポート ###

16 宗像西鉄タクシー㈱ 8 ㈱交通広告サービス

17 久留米西鉄タクシー㈱ 9 ㈱西鉄プラザ

18 北九西鉄タクシー㈱ 10 西鉄エアサービス㈱ （社）

19 ㈱西鉄チケットサービス 11 ラブエフエム国際放送㈱ 運輸事業 19

12 西鉄人事サービス㈱ 流通事業 2

13 西鉄ケアサービス㈱ 不動産事業 5

14 ㈱サンレスト レジャー・サービス事業 14

物流事業 2

流　通　事　業 物　流　事　業 その他の事業 15

1 ㈱西鉄ストア 1 西鉄運輸㈱ 西日本鉄道株式会社 1

2 ㈱インキューブ西鉄 2 西鉄物流㈱ 合計 58

経理業務担当会社一覧



業務の内容

① 会計事務
② 決算事務
③ 外部報告事務
④ 各種業務の支援

当社

グループ会社

企 画

営 業

総 務

人 事

経 理



入社後の流れについて



入社後の流れについて

入社

2か月間

･新入社員研修
・グループ全体研修
・社内研修

･経理業務

配属

･経理業務
･各種勉強会あり



1日の業務の流れ

9：30 18：20

Ａさん 担当会社で業務

Ｂさん 社内で業務 担当会社で業務

社内で業務Ｃさん



人事制度



働き方

✔勤務時間（1日：8時間）
９：３０～１８：２０（休憩５０分）

✔制度
・フレックス勤務制度
・在宅勤務制度（テレワーク）
・育児・介護短時間勤務制度

✔休暇制度
・完全週休二日制(決算期は、土日出勤あり)

✔その他
・有給消化強化期間(土日祝と合わせて連休可能）



諸手当 他

・住宅手当
・通勤手当（全額支給）
・職務手当
・各種保険完備
・独身寮あり

他



出産･子育てに関する制度



出産･子育てに関する制度

・時短勤務制度

・育児休暇制度

「福岡県子育て応援宣言」企業 登録



資格取得支援制度



資格取得支援制度

・会社規定に基づき、受講料を支援！！

（補助の内容例）
・日商簿記１級
・税理士科目
・会社指定の通信教育講座



福利厚生制度



福利厚生制度
①社内イベント
（社員旅行、ボーリング大会他）

②西鉄グループ共済会制度
（西鉄ｸﾞﾙｰﾌﾟ各施設利用割引あり）

③福利厚生倶楽部
（リロクラブ加入）

④その他補助
（予防接種、女性検診他）
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求める人材像

･向上心をお持ちの方

･常にチャレンジ意欲をお持ちの方

･チームワークを大切にし、

誰とでもコミュニケーション
をとろうと努力できる方



採用スケジュール
採用人数：１～5名程度（経理専門職）

エントリーシート提出〆切：4/10

採用試験
一次試験：4/24

（筆記試験、グループ討議）
二次試験：5/15

（面接）

内々定通知：5月下旬




