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採用代行+スカウトを活用した“脱エージェント”採用実例



人材紹介会社に求人依頼したのに、一向に推薦が来ない。

本冊子は、そんな悩みを持つ会計事務所の

所長・パートナー・採用責任者の方向けに作成した資料です。

これまで数多くの会計事務所・税理士法人様の採用支援を行う中で、

会計事務所の採用には共通の課題があることが分かってきました。

それは、「採用手法が限定的すぎる」ということです。

近年、一般企業では採用手法の変化が激しく、

それに伴って求職者の集まる場所や転職方法も変化してきています。

会計事務所業界も、人材紹介会社ばかりに頼るのではなく、

「自社採用力」を強化していくことが求められてきています。

本冊子を読んでいただくことで、貴社が競合に先駆けて

新しい採用手法に取り組むきっかけになれば幸いです。



１ なぜ会計事務所の採用は難しいのか？

本冊子を読むとわかること

採用代行（RPO）とは何か？

採用代行を活用した自社採用力の強化とは？

２

３
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会計事務所業界における

採用の現状と課題
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会計事務所業界の現状

税理士試験の受験者減少

参照：https://www.jmsc.co.jp/knowhow/topics/11891.html

税理士試験の受験者数は年々減少しており、

会計事務所業界の高齢化が進んでいます。

業界外への人材流出

参照： https://www.jmsc.co.jp/corporate/recruit/73/

会計事務所経験者が事業会社へ

転職する例が増加しています。



会計事務所業界の採用課題

採用コストの高騰

人材紹介会社手数料率の

高止まりが起きています。

採用チャネルの少なさ

一般事業会社と比較すると、

会計事務所の採用チャネルは少ない。

採用チャネル 会計事務所 一般企業

ハローワーク 〇 〇

人材紹介会社 〇 〇

求人媒体 ✕ 〇

SNS ✕ 〇

スカウト ✕ 〇

リファラル ✕ 〇

転職フェア △ 〇

自社採用ページ ✕ 〇

例：年収400万円で採用した場合の手数料の変化

2011年
紹介手数料：年収の15%～25％

（約60万円～100万円）

2021年
紹介手数料：年収の30％～35％

（約120万円～140万円）

10年間で、採用にかかる手数料が

約1.4倍～2倍程高騰



会計事務所の採用は

なぜ難しいのか？
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会計事務所業界の採用が難しい理由①

超売り手市場のため

採用ターゲットがどの事務所も類似しており、

特に若年層・有資格者・経験者の求職者において

採用競争率が高い状態になっています。

転職市場の問題

御社含めて10社面接入っています！



会計事務所業界の採用が難しい理由②

人材紹介会社の担当者ガチャ

貴社担当者の理解度や積極性により、

推薦数やクロージングの確度に

ばらつきが発生してしまっています。

エージェントの問題

エージェントの担当者変わって

全然紹介が無くなった・・・



会計事務所業界の採用が難しい理由③

利用求職者の減少傾向

求人媒体の利用者減少による実務経験者応募の減少、

未経験者応募に伴う対応工数の増加が

発生しています。

求人媒体の問題

いい人取れないけど

広告費は取られる・・・



会計事務所業界の採用が難しい理由④

人事・採用担当者不足

人事・採用担当者の人手不足により、

選考フローの整備や、採用ピッチ資料等の

PRコンテンツが不足しています。

自社の問題

色々やりたいことはあるけれど、

忙しくて手が付けられない・・・



会計事務所が採用を

成功させるポイント
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会計事務所業界が採用を成功させるポイント

自社の採用力を強化すること

前章で取り上げた転職市場や人材紹介会社、

求人媒体の問題といった外的要因は

自社で解決することが難しいため、

自社の問題から取り組むことが大切です。



自社の採用力を強化するためには？

採用代行の活用で解決可能

人事・採用担当者の人手不足の場合には、

採用代行を活用するという方法があります。

選考フローが未整備、PRコンテンツ不足といった

課題も併せて解決することが可能になります。



採用代行とは？

04



採用代行（RPO）とは？

採用実務を代行するサービス

求人の募集活動や採用実務の一部を代行し、

最新の採用手法を取り入れたり、

煩雑な採用実務の工数削減を目的とした

法人向けサービスです。



採用代行と人材紹介の違い

採用業務の上流から下流まで代行可能

採用代行サービスの内容は企業によって異なりますが、

株式会社クロコでは採用戦略の立案から求人募集、

入社に至るまで全ての工程での対応が可能です。

採用フロー 採用代行 人材紹介

採用戦略の策定 〇 ×

求人要件の決定 〇 ×

求人募集 〇 〇

書類選考 〇 △

面接 〇 △

クロージング 〇 〇



スカウトサイトを活用した

採用代行サービス
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株式会社クロコの採用代行サービスとは

採用代行(ＲＰＯ)とスカウト(ビズリーチ)を併用し、

自社採用力強化と計画性を持った採用活動の実現をサポートします。

採用代行 スカウト



潜在層

なぜスカウトサイトが有効なのか？

転職潜在層にアプローチできるため

売り手市場では、転職市場での競争率が低い転職潜在層へアプローチすることも大切です。

特に会計事務所業界はスカウトサイトを活用できておらず、ブルーオーシャンといえます。

採
用
競
争
率

高

低

転職明確層

転職顕在層

転職潜在層

求職者の心理 採用手法

・転職しなければならない

・すでに離職中、転勤のため等
求人媒体

人材紹介

・現職に不満

・いいところないかな～

・このままでいいのかな…

・現職に満足 スカウト



スカウトを活用した採用代行サービスのメリット

採用代行と組み合わせることで、スカウト活動や1次面接、カジュアル面接

などの工数削減に繋がります。詳細は次章でご紹介します。

採用にかかる工数の削減

採用コストの削減

自社採用力の向上

エージェント採用に比べ低コストで採用が可能です。最終章で実例をご紹介

します。

自社採用力強化施策を整備することで、中長期的な事務所採用能力の向上に

繋がります。また採用活動における精神的負担軽減にもなります。



サービスの流れ

募集要件の策定から送客まで、

実績のある担当者が一貫して対応いたします。

御社

弊社

（谷田部）

完了スクリーニングスカウト準備

募集要件策定

スカウト開始

求職者からの

質問回答

※質問があった場合

スカウト成功
一次面談

※ZOOMまたは電話にて

送客

通常の選考

プロセスへ



会計事務所の

採用成功事例紹介
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ご依頼のきっかけ

都内中堅税理士法人（従業員数：50名～100名）企業

背景
クライアントの増加や退職者の発生に伴い採用活動を開始したものの、エージェントから

の推薦は月平均2件ほど、また未経験者ばかり推薦されるため、なかなか採用に至らない

…といった背景で、弊社にご相談いただきました。

課題
・いつもエージェントからの連絡を待つだけで、何かこちらから出来ることはないか？

・スカウトを使った採用は興味があったが、人事がいないため対応が出来ない。



採用実績と成果

実績
2021年8月～10月末に集中的にビズリーチを運用代行し、計3名の内定承諾を頂きました。

・国際部 部長 年収950万円

・国際部 シニア担当 年収500万円

・国際部 補助者 年収400万円

採用代行での1次面談20件→所長現場面接5件→内定4件→採用決定3件と、通常の採用と比較して

面接工数を80%削減できました。

採用にかかる工数の削減

採用コストの削減
エージェント経由での費用（年収の35％想定）と比較すると、スカウト費用（固定費+成果報酬）

+採用代行費用で、約120万円程安く採用ができました。



採用成功に至ったポイント

要因
・良い人を採用したいという積極的な姿勢

・スカウト文面や初回面談資料（法人説明資料等）の作成協力

会計事務所業界ではまだ、スカウトサイトの利用が低調です。

その分ブルーオーシャンの領域であり、きちんと運用フローを整備することで

効率的な採用が出来ることが実証されました。

今後ダイレクトリクルーティングを本格的にしていきたいという事務所にはお勧めです。

弊社のスカウト運用は特に変わったことをしたつもりはありませんでしたが、

ビズリーチ社からはスカウト返信率や面談実施率等の各KPIで

競合他社を圧倒する数値ということでご評価頂きました。

それだけ競合他社ではまだスカウトの業務フローや対応フローが未整備なので、

競合他社と差をつけるには今整備を進めることが

今後の採用活動を有利に進めることになると考えられます。



さいごまでお読みいただき誠にありがとうございます。

会計事務所業界は、コロナ禍を経てもなお超売手市場が継続してお

り、今後も買手市場になる可能性は低いです。

また、会計事務所業界に精通している人事・採用担当者はごく少数

ということもあり、会計事務所の採用は難航しがちな現状がありま

す。

そんな中で、中長期的に欲しい人材を、適正な金額で採用する為に、

採用代行（RPO）という選択肢があることも、ぜひ覚えておいてく

ださい。

本資料があなたの採用の悩みを少しでも減らし、御社の発展に貢献

できれば幸いです。

無料 採用可能性診断

＼会計事務所・税理士法人３社限定／

こちらをクリックして、お申込みフォームよりお問い合わせください

貴社の採用計画・ターゲットを基に、スカウトサイト

を利用して採用活動をした場合の採用可能性について、

具体的に診断・アドバイスをいたします。

https://www.kurokocorp.jp/form.html


Profile

谷田部浩輝 / Hiroki Yatabe

1988年5月27日生まれ

経歴

2011.4～2013.3 上場不動産会社金融部門配属

プライベートバンキング業務及びタックスマネジメント業務に従事

2013.3～2019.7 ㈱MS-Japan 士業特化部門配属

最年少マネージャー昇格並びに年間MVP（全社売上1位）獲得

人材紹介通算成約件数300件・転職相談数1500件

2019.7～2020.6 ㈱MyRefer ボードメンバーとして参画

部門立上（マーケ、セールス部門）及びマネジメント

国内大手プラントメーカーに対する採用代行（RPO）

2020.06～現在 ㈱クロコ創業 代表取締役

経営コンサルティング及び人材紹介事業

執筆活動歴

㈱MS-Japan在籍時

会計系コラムや法律系コラムを求職者獲得のため執筆

㈱クロコ創業～現在まで

noteにてヒト、モノ、カネについて執筆中

https://note.com/kuroko_yatabe


１ 業種専門性
士業特化の人材紹介会社にて7年間会計事務所への人材紹介に従事

株式会社クロコについて

人事専門性
ベンチャー企業にて自社の採用責任者、日系大手プラントメーカーの採用代行（ＲＰＯ）の経験

コミットメント
弊社代表取締役として責任を持ち会社対会社の信頼関係の元、専任にて業務従事

２

３

今回ご紹介したサービスはすべて

クロコ代表の谷田部が専任者として担当いたします。


