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【Junior FP&A Analyst】 外資系医療機器メーカー
グローバルな多国籍企業で、会社の成長とともに多くのことを学べます

募集職種
採用企業名
リヴァノヴァ株式会社
求人ID
934221
部署名
Controlling
会社の種類
外資系企業
勤務形態
正社員
勤務地
東京都 23区, 千代田区
最寄駅
銀座線、

溜池山王駅

給与
450万円 ~ 600万円
勤務時間
9：00〜17：30（休憩 12：00〜13：00） ※フレックスタイム制度あり （コアタイム 11:00〜15:00）
休日・休暇
完全週休2日制（土・日）、祝日、年末年始休暇、夏期休暇
更新日
2019年08月23日 01:00

応募必要条件
職務経験
3年以上
キャリアレベル
中途経験者レベル
英語レベル
ビジネス会話レベル
日本語レベル
ネイティブ
最終学歴
短大卒： 準学士号
現在のビザ
日本での就労許可が必要です

募集要項
LivaNova is a global medical technology company built on nearly five decades of experience and a relentless commitment to
improve the lives of patients around the world. Our advanced technologies and breakthrough treatments provide meaningful
solutions for the benefit of patients, healthcare professionals and healthcare systems. At LivaNova, we understand the
importance of bringing both clinical and economic value to our customers. We are a strong, market-leading medical
technology and services company, offering a diverse product portfolio and global reach. LivaNova is listed on the NASDAQ
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stock exchange under the ticker symbol “LIVN.” LivaNova is a market leader worldwide. We are headquartered in London
(UK) and maintain a presence in more than 100 countries.
We grow our business in Japan very rapidly, we are looking for a talent who can lead LivaNova Japan’s business strategy
and planning function
Responsibilities
Prepare Quarterly, Monthly and Ad-Hoc Reporting and Analysis
Support in the preparation of Budget and Forecast
Analyze current and past trends in key performance indicators including all areas of Revenue, Cost of Sales,
Expenses, Capital expenditures and Inventories
Monitor performance indicators, highlighting trends and analyzing causes of unexpected variance
Support Accounting team for month-end and year-end activities, including the upload of actual expenses in the OPEX
Tool

スキル・資格
3+ year experience as a Financial Planning and Analysis or similar position
Must have a high level knowledge of Excel, SAP or other ERP, BI tools
Highest standards of accuracy and precision, highly organized
Ability to think creatively, highly-driven and self-motivated
Ability to handle multiple tasks and to complete assignments given aggressive time constraints
Flexible, team oriented approach to issues
Business level of English (TOEIC score of about 600 points or higher)
★ 日本におけるマーケットシェアの拡大とビジネスの成長に伴い、様々なプロジェクトが立ち上げています。変化にとんだ環境の中で多
くのことを学んでいただける環境です。
★ 日本法人全体で毎月２〜３名の新入社員が入社中。会社作りに一緒に参与する仲間がたくさんいます！
＜追記事項＞
雇用形態： 正社員（試用期間あり 3ヶ月）
入社時期： 即日勤務開始できる方歓迎
勤務地： 東京都千代田区永田町 2-11-1 山王パークタワー 10F
最寄駅： 東京メトロ丸ノ内線、東京メトロ千代田線 国会議事堂前駅 徒歩4分
東京メトロ銀座線、東京メトロ南北線 溜池山王駅 徒歩4分
給与条件： 月給制 想定年収450万円〜600万円 ※経験・スキル等を考慮の上決定
賞与： 業績連動賞与あり
昇給： 年1回の人事評価制度による見直しあり
勤務時間： 9：00〜17：30（休憩 12：00〜13：00） ※フレックスタイム制度あり（コアタイム 11:00〜15:00）
残業時間の目安： 月20時間位の見込み
残業手当： 月給に月40時間までの残業手当を含む
休日休暇： 完全週休2日制（土・日）、祝日、年末年始休暇、夏期休暇
有給休暇： 初年度付与日数10日間 ※付与時期等の委細は就業規則の定めによる
社会保険： 完備（健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険）
通勤手当： 全額支給
その他福利厚生等：
■退職金
■生命保険
■ベネフィット・ワン
■産業医
■研修補助
■在宅勤務制度
CODE:CCMP

会社説明
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リヴァノヴァ株式会社は、心疾患治療におけるリーダーであるSorin S.p.A.と、ニューロモデュレーションを専門領域とするCyberonics
Inc.の合併により設立されたグローバルな医療技術のリーディングカンパニーです。主に人工心肺・体外循環・人口弁をはじめとする心
臓血管外科分野の医療機器と、難治性てんかん治療を目的としたニューロモデュレーション製品を輸入販売しています。
本社はロンドンにあり、米国NASDAQに上場しています。全世界の従業員数は約4,500名、100を超える国々でカーディアック・サージェ
リー（心臓外科部門）とニューロモデュレーション（神経刺激装置部門）の2つの事業を展開しています。

