
特集
会 計 の 未 来
巻頭特別対談
フィンテックが変える！
スモールビジネスと金融サービスの未来

「日経 FinTech」イベントレポート
次世代リレーションシップバンキングの取り組み

freee 活用講座
申告 freee を使いこなそう！

認定アドバイザーインタビュー
フィンテックはこう使いこなす！

事業戦略担当
須藤 香織

前職の総合商社で海外の方と
仕事をするなか、日本人の働
き方に課題を感じました。生
産性を改善し、スモールビジ
ネスがより身近で素敵なもの
になれば、いきいき働ける人
が増えると思います。その課
題に正面から向き合うのが
freee。常に本質を問い続け、
価値を届けていきたいです。

ソフトウェアエンジニア
海老原 雄一郎

スピーディに新機能を搭載し
続ける freee のまさにソフト
ウェア開発を担っています。
お客さんは自分の欲しい機能
を必ずしも言葉で伝えてはく
れない。でもユーザーの期待
を超えるものを作りたい！  そ
のために日々、知識と経験を
総動員して、プロダクトに反
映しています。

パートナーセールス
米盛 修平

周囲に中小企業が多い環境で
育った私は、中小企業が本業
に集中しにくい状況に置かれ
ていると感じてきました。そ
んな私にとって一番大事なの
は中小企業の業績アップ。そ
してそれを支える会計事務所
を手助けすること。freee は企
業の問題をもっとも具体的に
解決できるツールです。

パートナーセールス
梅田 裕介

公認会計士として監査法人で
働いていた私は、会計という
知識はもっと広く学ばれるべ
きものだと考えてきました。
freee は感覚で操作できるの
に、自然と会計知識が身につ
く面白いツール。単に業界を
サポートするだけでなく、よ
りよい変化を起こしたい―
それが私のマジ価値です！
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Pick up Voice ! マジ価値を追究する freee 社員たち

社員の声をご紹介

取り組んでいることや
持っているリソースの性質を

深く理解する。
その上で枠を超えて

発想する。

Hack
Everything

まず、アウトプットする。
そして考え、改善する。

アウトプット
→ 思考

理想から考える。
現在のリソースや
スキルにとらわれず
挑戦し続ける。

理想
ドリブン

人とチームを知る。
知られるように共有する。
オープンにフィードバック
しあうことで一緒に

成長する。

あえて、
共有する

ユーザーにとって本質的な
価値があると自信を持って
言えることをする。

本質的（マジ）で
価値ある

freeeにとって精神的支柱となる概念。社員は親しみを込めて「マジ価値」と呼ぶ。この言葉とともに、
freee ではつねに「本当の課題は何か？」ということと向き合っている。たとえば従来、会計ソフト
の課題は「入力が早くできないこと」とされていたが、「本当に入力が必要なのか？」と考えたのが
freee 創業のきっかけ。  今でもその考え方が freeeの精神の根幹になっている。

価 値 基 準 そ の １
本質的（マジ）で価値ある

= 「 マ ジ 価 値 」

freee には組織として大切だと思っている５つの価値基準が存在します。バックグラウンドもスキルも異なる多様
なメンバーが、自身の力を最大限に発揮しつつ freee らしいインパクトを創出できるのは、この価値基準のおか
げです。そこで、「みなさんにもっと freee のことを知ってもらいたい」――そんな想いを込めて、この価値基準
を１つずつご紹介したいと思います。今回ご紹介するのは、freee社員の合言葉ともなっている「マジ価値」です。

組織に根差す5つ の価値基準



各種特典（順次拡大予定） 1つ星 2つ星 3つ星認定
会計freee
アドバイザーアカウント
給与freee
アドバイザーアカウント
認定アドバイザー
検索ページヘのご掲載
認定アドバイザー
専用メールサポート
認定アドバイザー
専用電話窓口
各種お役立ち資料
のご提供
顧客の初期設定代行
（乗換設定）
freee ご利用の
顧客紹介
認定アドバイザー
特別イベントにご招待
専任のコンサルタント
による各種サポート
イベント集客支援
（SNSでの集客支援）

事例資料の作成支援

　freeeは 2017 年 3 月 19 日でプロダクトリ
リース４周年を迎えました。これに先立ち 2
月には「クラウド会計ソフト freee」を実際に
利用した事業所数は 80 万を超え、認定アドバ
イザーも 4000 事務所以上となりました。
　この成長もひとえに「スモールビジネスに
携わるすべての人が、創造的な活動にフォー
カスできるよう」という弊社ビジョンに共感
いただき、スモールビジネスの経営パートナー
として価値を届けるためのツールに freee を
選んでいただいた皆様のご支援の賜物であり、
厚く御礼申し上げます。
　2017 年に入り、freee は法人税申告に対応
し、個人事業主の確定申告・年末調整とあわ
せて３つの申告に対応致しました。あわせて

今月には電子申告への対応を開始し、会計・
人事労務・申告をクラウドで一気通貫に完結
できる世界を実現致します。
　また、クラウド ERP の機能強化にも取り組
み、上場企業の内部統制に対応するエンタープ
ライズプランの提供を開始し、給与計算freee の
機能を拡張した人事労務 freeeのコンセプトを
発表しました。
　本号では「会計の未来」を特集していますが、
freee は「会計の未来」を体現する機能装備を
しつつ、それ以上に改めて会計・人事労務ソ
フトとしてアドバイザーの皆様が効率的にお
使いいただけるよう機能強化に注力しており
ます。引き続き、進化する freee にご期待くだ
さい。

「経営パートナーVol.5」発刊にあたって
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freee株式会社　代表取締役

会計事務所の業務に精通したスタッフがチャット・メールでタ
イムリーにご回答。専任のコンサルタントがビジネス支援の拡
大をご支援。他社会計ソフトからの乗り換え支援もサポート。

認定アドバイザーになると、80万事業所もの freee ユーザーが税
理士さんを探す時に利用するアドバイザー検索ページに掲載出来
ます。また、freee からユーザーを紹介することも可能です。

1
ビジネス拡大のお手伝い

2
安心のサポート体制

認定アドバイザーランクに応じて、各種特典をご用意しております。

3
充実の無料特典

「 freee 認定アドバイザープログラム」

3つの特徴

freeeはクラウド会計ソフト シェア No.1

新設法人 では 
クラウド会計ソフト の利用が主流に

1年未満の新設法人については、クラウド会計の利用率が半数
を超えています。日々、機能がアップデートされ、使い勝手が
向上することで、クラウド会計ソフトの利用が当たり前の世の
中になってきました。

経営者とともに会計データのリアルタイム化を行い経営者の
意思決定を支えるパートナーに。

※デジタルインファクト調べ（2016.2）

freee認定アドバイザープログラムは、4,300会計事務所が参加する
業界唯一の「リアルタイム経営パートナー」支援プログラムです。

freee とともに価値を高め 顧問先を導くパートナーへ

認定アドバイザー

freee認定アドバイザープログラムで
顧問先の「リアルタイム経営パートナー」へ

毎月100以上の会計事務所が登録
認定アドバイザー数が4,300事務所突破

2013.11 2015.6 2017.4

4,300事務所！！

2015年6月から登録数 2 倍以上に！！

設立年別の会計ソフト導入形態

クラウド型 インストール型

53.1% 46.9%

14.9% 85.1%

1年未満（32件）

10年以上（2026件）
※MM総研調べ (2016.9)

※制度・特典の詳細は2017年5月現在のもので、今後変更する可能性がございます。



会計の未来
特集

フィンテック これからの会計
「フィンテック」とは、finance（金融）と technology（技術）を組み合わせた新しい言葉。
今、世界中で新しい技術を使った便利な金融サービスが続々と登場し、
企業の取引慣行や人々の生活を大きく変えようとしています。
私たちの未来、そして会計の未来はどのように変化していくのか。
今回の特集では、大きな変容を見せようとしている会計・金融業界の取り組みに迫ります。

新しい形での融資・資金調達
米国ではフィンテック企業への投資が年々拡大してお
り、そのほとんどが融資・決済分野だ。クラウドファ
ンディングや消費者間バンキング、中小企業用ツール
といった周辺分野への注目度も高い。今後はフィンテッ
ク企業が既存の金融システムを取り込む形で、新たな
融資・資金調達の仕組みが生み出されていくだろう。

1

ユーザーエクスペリエンス
　（UX：顧客体験）が重要課題に

実際にフィンテックが活用されるのは、サイトやスマ
ホなどを通じたネット空間だ。サイトのインターフェ
イスが悪かったり、使いにくかったりするのは致命的
な欠陥。そのためフィンテック先進国の米国では、多
大な予算を計上して UX の改善に取り組む金融機関も
多い。今やUXはビジネスの成否を決める鍵なのである。

2

金融機関と
スタートアップのコラボ

じつはフィンテック系サービスがもっとも脅威となる
のは、従来の金融機関。フィンテックによって自己の
領域が塗り替えられてしまう危険があるからだ。こう
した状況から、一部の金融機関では積極的にスタート
アップ企業への出資、連携を通してコラボレーション
を展開。新しいビジネスモデルの構築に動いている。

3

お金の流れが変わる !?
キャッシュレス社会の到来

電子マネーや仮想通貨、そしてデジタル決済システム
の登場で、もはや現金が必要ない社会まで見えてきた。
欧州では現金での取引に制限がかけられる国が続出。
インドやスウェーデンでは現金そのものを廃止する動
きが広がっている。世界的にキャッシュレス社会が
やって来るのも、そう遠くない未来かもしれない。

4

最新フィンテック

T R E N D  4
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置き去りにされた中小企業への融資

佐々木：法人、とくに中小企業の顧客セ
グメントに、より力を入れていこうと決
められたきっかけはありますか？
円山氏（以下敬称略）：まず社会的な問題と
して、個人事業主を含めた中小企業が十
分な金融サービスを受けられていないと
いうことがあります。通常、銀行が法人
融資をするとなれば、担当者がつき、企
業に訪問して決算書を預かりながら、社
長の人となりから資金繰りまでを総合的
に判断する時間が必要です。その審査に
は最低１か月はかかるでしょう。となる
と、スモールビジネスでは労力のわりに
融資額が小さく、採算がなかなかとれな
いのが現実なのです。
　2000 年前後、メガバンクを中心に「ス
モールビジネスローン」というサービス
が登場したことがありました。これは担
当者がつかず、郵送だけでローンができ
るという仕組みです。ところが不正や詐
欺が横行し、結局立ち行かなくなってし
まった。真面目にやろうとするとコスト
に見合わず、コストをかけずにやろうと
すると与信コントロールができない――
「スモールビジネスのマーケットはうま
くいかない」というのが銀行業界の定説
だったのです。
　しかし、ここにクラウド会計サービス
が登場しました。デジタルであれば、非
対面でも正確な情報をリアルタイムに集
められる。しかもローコスト。フィンテッ
クという新しい技術の登場で、スモール
ビジネスへの金融サービスが実現できる
環境がようやく整ってきたわけです。
佐々木：今、世界中でフィンテックが増
えていますが、その投資は消費者向けと
中小企業向けに集約されていて、大企業
向けというのはまずありません。ここは
もう十分に回っている。フィンテックの
進化によって、これまで置き去りにされ
てきた中小企業にも、解決策が増えてき
たと。
円山：まさにその通りです。全国で 300
万社あると言われる中小企業のなかで、
本当の意味で融資を受けられているの
は、おそらく 20～ 30 万社、１割程度

でしょう。僕らは残りの 270 万社を対
象にしたい。普通の銀行が普通に貸して
いる企業は、ある意味、僕らの対象じゃ
ないんです。
　中小企業の会社生存率は、設立から
10 年でわずか１割程度です。その要因
はいろいろあるでしょうが、そもそも初
期の段階でファイナンスをしっかり受け
られなかったために成長のチャンスを失
い、事業継続できなかったケースも多い
と僕は思う。中小企業が強くならないと、
日本経済はよくなりません。中小企業が
元気になってこそ、経済の活性化や地方
創生もできる。そのために、どの銀行で
もできていないことを、われわれがやる
べきだと考えているんです。

データ連携で
即日ファイナンスを可能に

佐々木：その取り組みの１つとして、昨
年 10 月からトランザクションレンディ
ングをスタートされたわけですね。
円山：はい。これは企業の日々の決済デー
タなどをもとに、融資審査をおこなうと
いう方法です。決算書の書類提出もいら
ないし、保証人や担保も不要となるので、
通常の銀行サービスでは対応できないよ
うなニーズにも応えられます。ただ、そ
のためには生の取引データや預金残高情
報、銀行預金移動情報といった、日々の
お金の流れを見せてもらわなくてはいけ
ません。freee との連携はその一環。顧
客が freee のクラウド会計と住信 SBI
ネット銀行の口座を連携させれば、われ
われが正確な取引履歴をリアルタイムで
見られるため、与信の精度が上がり、つ

ねに融資のオファーをご提供できる商品
が実現するはずです。使うか使わないか
は置いておいて、何かあったらすぐに調
達できる資金枠がすでにあるというの
は、企業にとってもすごく安心感のある
サービスになると思います。(※freee ユーザー
向けの事業性融資については検討中 )

佐々木：つまり、新しい金融サービスと
いう視点から見たとき、一番信頼性の高
いデータというのは自動で入力されてい
るものであると。そういうことですよね。
円山：そうです。もちろん、基本は銀行
口座になりますよ。ただ、ATMやキャッ
シュで取引をされた瞬間、お客様がその
後どういう行動をされたかがわからなく
なってしまい、正しい与信ができなく
なってしまう。ですから、いかに銀行口
座をクラウド会計に自動連携するか。そ
れが重要だということです。御社と一緒
にスタートしたこの取り組みが広がって
いけば、中小企業にファイナンスを提供
してくれる銀行の数も増え、より資金調
達がしやすい世の中になっていくと思い
ます。クラウド会計にはそれだけのイン
パクトがありますね。
佐々木：私がベンチャー企業の CFOをし
ていたときに、経理担当者が請求書を 1
つ処理するのに、同じデータを何度も入

昨年夏にfreeeと入出金明細のAPI連携をスタートさせた住信SBIネット銀行。
創業から10年、個人のお客様を中心に右肩上がりに成長してきましたが、
フィンテックの登場を受け、新たなマーケットへの挑戦を始めました。
それがスモールビジネス市場。
freeeとの連携でどのような未来が見えてきたのか、お話を伺いました。

UI（ユーザーインターフェース）や UX
（ユーザーエクスペリエンス）の部分は
フィンテック企業が担当するようになり、
銀行はいわば裏方になっていくでしょう。
ぼやぼやしていると、銀行はフィンテッ
ク企業に先を越されていってしまう。
　反面、さまざまな企業が連携すること
で、今後ますます効率的な金融サービス
が誕生してくると思います。分業したほ
うがネットワーク効果が広がり、コスト
も下がり、よりユーザーに便利なものが
提供できることが証明されていますから。
　今まで銀行は、営業して顧客を獲得し、
金融サービスを提供して最後回収まで含
め、すべて自分たちでおこなってきまし
た。それがもう時代に合わなくなってき
た。だからアンバンドリング化の波にう
まく乗って、最適な形でフィンテック企
業等々と役割分担ができた銀行のみが生
き残れる世の中になると僕は見ています。
佐々木：そのアナロジーは、会計事務所
経営にも通じるものがあるかもしれませ
んね。まず、今までは事務処理中心だっ
たのが、クラウド会計によって事務処理
がなくなる。そしてネット銀行を活用し
た資金調達支援など、会計事務所の役割
はますますコンサルティングやアドバイ
スへとシフトしていく。しかも、これま
で資金調達が難しかったスモールビジネ
スにもそのアドバイスができるようにな

円山：従来のシステムではコストが積上
方式になっているんです。つまり、いろ
んなフィーを上乗せせざるを得ないの
で、従来のシステムを使うかぎり、安く
したいと思ってもこれ以上は下げられな
いんですよ。でも、ブロックチェーンなら、
そのコストがほとんどかからない。とく
に海外送金なんて、手数料が高いだけ
じゃなくて、着金するまで何日もかかっ
ていたところ、ブロックチェーンなら瞬
時に届きます。これはフィンテックの進
化のおかげですね。インターネットだけ
ではそこまでできなかったけれども、ブ
ロックチェーンによって本当の意味で金
融システムの価格破壊が起きる。銀行業
界における革命は、おそらくこのブロッ
クチェーンから生まれると思います。
佐々木：それは本当に興味深いお話です。
円山：先ほどのアマゾンじゃないですが、
実際にコストがかかっていても、彼らは
無料。それは、本来あるべきサービスを
提供するために必要なコストと割り切っ
ているということですね。となると同じ
ような発想で、振込や決済にかかる費用
は、お客様との取引を活性化するための
１つの必要コストだと割り切る銀行もい
ずれ出てくると思います。
佐々木：銀行にも戦略の選択肢が増えて
いく。

フィンテックで変わる金融サービス
変わる会計事務所のスタイル

円山：フィンテックは金融ビジネスのア
ンバンドリング化と言えると思います。
今後、銀行は金融サービス・機能は提供
するけれども、ユーザーとの接点である

フィンテックが変える！
スモールビジネスと金融サービスの未来

円山 法昭 （まるやま のりあき）
神戸大学経営学部卒業後、東海銀行（現三菱東京 UFJ 銀
行）を経て、イー・ローン（後の SBI ホールディングス）
に入社。日本初のモーゲージバンク立ち上げ等に携わり、
14 年住信 SBI ネット銀行社長に就任。51 歳。

佐々木 大輔 （ささき だいすけ）
一橋大学商学部卒業。博報堂でマーケティング戦略の立案に従
事。その後、投資アナリストを経て、株式会社 ALBERT の執行
役員に就任。08 年 Google に参画、アジアでの Google のビジ
ネスおよび組織の拡大を推進した。12年 freee株式会社を創業。

住信SBIネット銀行株式会社
代表取締役社長

円山 法昭 氏

freee 株式会社
CEO Co-Founder

佐々木 大輔

巻頭
特別
対談

会計の未来　｜　巻頭特別対談

KEYWORD

「トランザクション」は「取引履歴」、「レ
ンディング」は「融資」の意。売上デー
タや資金決済など、ネット上に存在する
膨大な取引履歴を利用して融資の審査を
する仕組みのこと。

トランザクションレンディング

る。会計事務所にとっても、顧問先企業
への提案のオプションが増えていくはず
です。
円山：企業は本業に特化し、会計事務所
は事務作業から解放されて、コンサル
ティング的なサービスにシフトしていか
なきゃいけないということですね。日本
の将来のためにも、経営者は賢くあらね
ばなりませんから、ぜひ会計事務所の方
にはそのためのアドバイス・サポートを
して、経営者の金融リテラシーを上げて
いただきたいと思います。とくに、ネッ
トバンキングを含めた便利な金融サービ
スを使うことで、コストが下がって、よ
り本業に集中できる環境が作れることを
もっと啓蒙していただきたい（笑）。
佐々木：インターネットからクラウド、
そしてブロックチェーンと、われわれを
取り巻く環境はどんどん変化していま
す。それによってどんな社会が訪れるの
か、楽しみですね。



KEYWORD

ビットコインの基幹技術として発明され
た概念。「分散型台帳技術」と呼ばれ、こ
れまで個別に保有していた台帳情報が、
ネットワークで共有できるようになる仕
組み。改竄耐性に優れ、コスト削減とス
ピード向上、商流の可視化などが期待さ
れている。

ブロックチェーン
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力しているのを見て、そのほとんどを省
略できるのでは、と思ったのが、freee
という会計ソフトを作ったきっかけなん
です。
円山：同じことを何度も入力するという
手間がなくなるから、入力ミスも減り、
チェックする人もいらなくる。正確性も
効率も格段にアップしますよね。

ATMはもういらない !?
キャッシュレス社会の到来

佐々木：中小企業向けの金融サービスが
充実していくなかで、今一番課題になっ
ているものは何ですか？
円山：最大の課題は、法人におけるイン
ターネットバンキングの普及率です。い
ちいち銀行の店舗に行くのは手間がかか
るし、経理担当者を置かなきゃいけない
というコストもかかる。インターネット
バンキングを活用したほうが便利でコス
トが安いはずなんです。しかし、まだま
だ利用されていない。
佐々木：個人客に比べて法人のオンライ
ンバンキングの利用率が低いというの
は、よく聞きます。
円山：そこで、僕たちはこの春から法人
向けの優遇プログラムを始めます。当社
での取引が活性化されたら、無料振込回
数が最大 20 回までになる。また、総合
振込の当日受付、当日振込のサービスも
強化しました。さらに、住信 SBI ネット
銀行の口座はキャッシュカードと一体型

になったデビットカードが基本ですが、
このデビットカードで支払っていただく
と、デジタルで取引履歴が反映されると
いうメリットだけでなく、振込手数料が
かからないうえにポイントまで付くんで
す。0.6％の還元率ですから、100 万円
を決済に使ったら6,000円が現金で戻っ
てきます。
佐々木：法人向けのデビットは珍しいで
すよね。まだ多くの経営者が気づいてい
ない。僕たちは「クラウド完結型社会」
というコンセプトで、インターネットさ
えつながっていればそこでビジネスが完
結する社会を作っていきたいと考えてい
るんですが、まさにそれに通じるお話だ
と思います。そう考えると、数年後には
法人でもオンラインバンキングが当たり
前という社会がやって来そうですね。す
でにそれに沿ったオペレーションが組め
ていますから。
円山：個人の世界ではもう相当数イン
ターネット化が進んでいます。今後は銀
行業界も金融業界もインターネットでフ
ルサービスを提供するのが常識になり、
「リアルの銀行かネット銀行か」という
対立構造自体がなくなるでしょう。カー
ド決済や電子マネーの普及がさらに進め
ば、現金のニーズもますます減ります。
一部、保険や投資、住宅ローンの相談な
ど、どうしてもリアルでおこなったほう
がいいものだけがリアルで残り、ATM
すらいらなくなるかもしれない。将来は
そういう社会になっていく。当然、法人

の世界もそうなっていくと思いますよ。

クラウドに次ぐインパクト
ブロックチェーン

佐々木：今、スウェーデンなんかでは、
ほぼ 100％キャッシュレス社会だという
話を聞きますが、ここへきて日本も
キャッシュレス社会に向かっているとい
う印象を非常に受けますね。
円山：国を挙げてキャッシュレス社会を作
ると安倍総理が言っていますし、われわれ
金融機関もやはりそうしたいんですね。デ
ジタルな取引になればなるほどコストも下
げられるし、お客様によりよいサービスを
提供できるようになりますから。その意味
では、われわれが今とくに力を入れている
のが、ブロックチェーンを使った送金シス
テムです。当社と横浜銀行さんが中心に
なって、四十数行で「国内外為替一元化検
討に関するコンソーシアム」というものを
立ち上げて取り組んでいます。われわれ
ネット銀行は普通の銀行に比べると振込手
数料も安いですが、ブロックチェーンを活
用すれば、それがさらに大幅に圧縮できま
す。
佐々木：素朴な疑問ですが、これまでは
なぜ手数料が高かったんですか？　例え
ばアマゾンで買いものをすると、送料が
タダだったりしますよね。実際にモノが
動いても送料タダ。でもお金って実際に
動くわけではなくて、今やデータ上で数
字が変わっているだけじゃないですか。

UI（ユーザーインターフェース）や UX
（ユーザーエクスペリエンス）の部分は
フィンテック企業が担当するようになり、
銀行はいわば裏方になっていくでしょう。
ぼやぼやしていると、銀行はフィンテッ
ク企業に先を越されていってしまう。
　反面、さまざまな企業が連携すること
で、今後ますます効率的な金融サービス
が誕生してくると思います。分業したほ
うがネットワーク効果が広がり、コスト
も下がり、よりユーザーに便利なものが
提供できることが証明されていますから。
　今まで銀行は、営業して顧客を獲得し、
金融サービスを提供して最後回収まで含
め、すべて自分たちでおこなってきまし
た。それがもう時代に合わなくなってき
た。だからアンバンドリング化の波にう
まく乗って、最適な形でフィンテック企
業等々と役割分担ができた銀行のみが生
き残れる世の中になると僕は見ています。
佐々木：そのアナロジーは、会計事務所
経営にも通じるものがあるかもしれませ
んね。まず、今までは事務処理中心だっ
たのが、クラウド会計によって事務処理
がなくなる。そしてネット銀行を活用し
た資金調達支援など、会計事務所の役割
はますますコンサルティングやアドバイ
スへとシフトしていく。しかも、これま
で資金調達が難しかったスモールビジネ
スにもそのアドバイスができるようにな

円山：従来のシステムではコストが積上
方式になっているんです。つまり、いろ
んなフィーを上乗せせざるを得ないの
で、従来のシステムを使うかぎり、安く
したいと思ってもこれ以上は下げられな
いんですよ。でも、ブロックチェーンなら、
そのコストがほとんどかからない。とく
に海外送金なんて、手数料が高いだけ
じゃなくて、着金するまで何日もかかっ
ていたところ、ブロックチェーンなら瞬
時に届きます。これはフィンテックの進
化のおかげですね。インターネットだけ
ではそこまでできなかったけれども、ブ
ロックチェーンによって本当の意味で金
融システムの価格破壊が起きる。銀行業
界における革命は、おそらくこのブロッ
クチェーンから生まれると思います。
佐々木：それは本当に興味深いお話です。
円山：先ほどのアマゾンじゃないですが、
実際にコストがかかっていても、彼らは
無料。それは、本来あるべきサービスを
提供するために必要なコストと割り切っ
ているということですね。となると同じ
ような発想で、振込や決済にかかる費用
は、お客様との取引を活性化するための
１つの必要コストだと割り切る銀行もい
ずれ出てくると思います。
佐々木：銀行にも戦略の選択肢が増えて
いく。

フィンテックで変わる金融サービス
変わる会計事務所のスタイル

円山：フィンテックは金融ビジネスのア
ンバンドリング化と言えると思います。
今後、銀行は金融サービス・機能は提供
するけれども、ユーザーとの接点である

住信SBI ネット銀行株式会社

所在地：東京都港区六本木 1-6-1
　　　　泉ガーデンタワー 18階
U R L：www.netbk.co.jp

2007 年 9 月の開業以来、「どこよりも使いやすく、魅力ある商品・サービ
スを 24 時間・365 日提供するインターネットフルバンキング」を合言葉に
成長を続け、現在は個人顧客を中心に口座数 270 万口座、預金総額 4 兆円
に到達。2016 年 10 月には事業性融資サービス「レンディング・ワン」の
提供を開始するなど、法人顧客向けの商品・サービスの拡充にも注力している。

会計の未来　｜　巻頭特別対談

る。会計事務所にとっても、顧問先企業
への提案のオプションが増えていくはず
です。
円山：企業は本業に特化し、会計事務所
は事務作業から解放されて、コンサル
ティング的なサービスにシフトしていか
なきゃいけないということですね。日本
の将来のためにも、経営者は賢くあらね
ばなりませんから、ぜひ会計事務所の方
にはそのためのアドバイス・サポートを
して、経営者の金融リテラシーを上げて
いただきたいと思います。とくに、ネッ
トバンキングを含めた便利な金融サービ
スを使うことで、コストが下がって、よ
り本業に集中できる環境が作れることを
もっと啓蒙していただきたい（笑）。
佐々木：インターネットからクラウド、
そしてブロックチェーンと、われわれを
取り巻く環境はどんどん変化していま
す。それによってどんな社会が訪れるの
か、楽しみですね。

KEYWORD

バンドリングとは、関連する複数の商品
を組み合わせ、セットで提供する手法。
対して、アンバンドリングは消費者のニー
ズに合わせて機能をバラバラに分けるこ
とを意味する。

アンバンドリング
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の生産性が上がれば、日本の活力が底上げ

され、世界の中でもっと元気になれる」と

いうコンセプトに共感したから。「我々が目

指す地域活性化の考えと合致しており、そ

の場で協業が実現した」（杖村氏）。

　協業の柱は右に示す５つ。なかでも北國

銀行が力を入れているのは創業支援融資だ。

その条件の 1 つとして、月 1 回財務諸表を

提出する、もしくは freee でデータ共有を

することが挙げられる。「当行での新規創業

支援は年間約 120社、すでに 10億円規模の

融資が実現している。それらの企業ではほ

ぼ freee の会計ソフトが使われている。こう

した取り組みは会計帳簿の正しさがあって

こそ実現できるものだ」（杖村氏）。

　大切なのは、企業のニーズに合わせて柔

軟に金融サービスを提供していくこと。「今、

一番面白い銀行」と佐々木（freee）も評す

る北國銀行。今後の取り組みにも注目して

いきたい。

北國銀行と freee が目指す
地域企業の体力強化策
 
　石川県に本社を構える北國銀行では、北

陸地方の活性化を目指し、さまざまな角度

から取り組みを進めている。面白いのが、

そのためにまず行内の改革に取り組んでい

るところだ。

　行内では IT 化の促進により、行員はタブ

レット1台で仕事をこなし、完全ペーパーレス。

なぜこうした取り組みをおこなっているか

というと、「自分たちに体力がないと、いざ

不景気になったときにお客様を支えられな

い」（杖村氏）という考えが根底にある。そ

のために自らの業務効率化を図り、コスト

を下げて顧客へのバリューを生み出すと同

時に、行内で得たノウハウを取引企業にも

還元して、ともに課題を解決していこうと

しているのだ。

　freeeとの協業が実現したのも、「中小企業

「日経 FinTech」イベントレポート

次世代リレーションシップ
バンキングの取り組み

石川県金沢市――この日本の一地方に、日本を代表する先進的な取り組みをしている地銀がある。
それが北國銀行だ。2017年2月28日に開催された「Nikkei FinTech Conference 2017」では、
地元企業の IT 化支援をテーマにしたセッションに北國銀行と freee の協業が登場。地元密着型銀行と
フィンテック・スタートアップの提携に注目が集まった。

イベントに登壇したのは北國銀行専務取締役の杖村修司氏（左）と freee代表取締役の佐々木大輔（右）。モデレータは「日経FinTech」編集長、原隆氏が務めた。

会計の未来　｜　「日経 FinTech」イベントレポート

北國銀行と freee の
協業による成果事例

freee でできる
リアルタイム・アドバイス

freee でできる
高品質な金融サービス

freee でできる
創業支援

freee でできる
生産性の飛躍的な改善

「これまで企業の帳簿や経営状況は銀行員が来社時に確認するしか

なかったが、今後必要とされるのは、事前に企業の経営を理解した

上で適切なタイミングで経営に役に立つ提案ができることだ」と指

摘するのは代表の佐々木。「そのために北國銀行と freee では、企

業の財務情報のモニタリングを効率化できるリアルタイム経営シグ

ナルを開発。スピードが重視される今後の金融サービスにおいて、

1つのビジネスモデルになるはずだ」と語る。

「リアルタイム経営シグナル」とは、企業の事業概況、資金繰り、

経理状況で重要な変化が起きた際、金融機関担当者に自動的に情報

が共有される仕組み。担当者は顧客ごとに分析項目やシグナルを出

す閾値を設定でき、顧客の重要な変化をリアルタイムで確認できる。

「金融庁が推し進める事業性評価融資においても、銀行がきちんと

モニタリングできるのは急務」という杖村氏は、freeeを使った仕

組み化で「思った以上に少ない人数でお客様のカバー率が上がるよ

うになる」と発言。地

域の状況を熟知する金

融機関担当者の知見と

freee のテクノロジー

で、中小企業への最適

な支援が実現する。

北國銀行では、北陸 3 県内で創業する事業者に対し、3,000 万円

までの「創業当座貸越」を提供している。所定の金利は 2％弱で、

融資期間は創業後 3 期決算まで。この 3 年間でいつ返済しても

よく、融資期間後は話し合いにもとづいた返済条件に切り替え

られる。サービスの開始は 2015 年 8 月。まだ 2 年目にして年

間 120 社、10億円の融資を実現させてきたことは先に触れたが、

なぜこれほどまでにリスクをとった試みができるのか。杖村氏

いわく、「これまでの銀行と企業という信頼関係から、2 段も 3

段もレベルアップした取り組みが可能になっているからだ。

freee のデータ共有でリスクがとりやすくなった」という。

代表の佐々木は、「創業支援をする際には、銀行側から企業側に

『この資金の使途は何か』と質問して回答をもらうといったやり

取りが発生するが、そういうときも freee を通してさまざまな

情報が見られる」と説明。石川県では freee を導入している企

業割合が全国でも群

を抜いて多く、「登録

データは8,000社以

上に上る」（杖村氏）

が、その背景には北

國銀行の活躍がある。

与信に際して「クラウド会計のデータは信頼できるのか？」という

のはよく指摘されるところ。それに対して杖村氏はこう述べる。「税

理士さんがきちんと見ているというのが前提だが、freeeの会計情報

は外部データが元になっており、今までの決算書や会計データより

もはるかに信憑性が高いと言える。つまり、お客様がきちんと会計

ソフトを使っているという証左があれば、データの質はむしろ高く

なる」。一方、「金融機関でのfreeeの会計データの活用には、大きく

2 つの流れがある」と語るのは代表の佐々木。1 つは自動化で、入力

されたデータから自動的に与信できるようにする。もう 1 つは融資

担当者の業務効率化。企業の成長機会を理解するには財務データを

リアルタイムに揃えるのが重要だが、とくに中小企業ではすべての

取引先の財務状況を詳細に理解するのは業務負荷が高い。しかし

freeeを活用すれば、コストを抑えてそうした環境が構築できる。

金融機関が顧客と強固な関係を築き、そこで得た情報をもとに金融

サービスを提供するこ

とをリレーションシッ

プバンキングという

が、freee はその情報

をグレードアップする

役目を担っている。

国内銀行では初めての加盟店業務もおこなっている北國銀行。

内容は、Visa の非接触型決済ソリューション「Visa payWave」

（Visa ペイウェーブ）を標準搭載した最新のクレジット加盟店

端末を提供するほか、ポイントシステムやスマートフォンによ

る顧客送客、ECモールの仕組み等との連携だ。

この取り組み自体は好評なのだが、問題は POS レジと連動して

いないと二度手間になること。それを解決するために、北國銀

行では「POS レジ」「端末」「freee」の 3 点セットの導入で生産

性を飛躍的に向上しているのだ。

一般的に、飲食やサービス業では、レジを締てその日の売上や

支払いといった 1 日の取引をすべて計算する作業に 40～ 50 分

も追われる。ところが、この 3 点セットを導入すれば、お客様

の決済と会計処理が自動で連携し、閉店後の作業は大幅に短縮

できる。

「サービス業の働き方

は昨今いろいろと言わ

れているが、それもだ

いぶ改善できると期待

している」（杖村氏）。

今後は顧客の重要な
変化をリアルタイムに
確認できます！

データで解決できる
ことが増えてきました！

ベンチャーキャピタルは
もういらない！

キャッシュレスが
間接業務を劇的に減らします

スモールビジネス全般　freeeの紹介件数

施策実施前比で月間新規利用者が3倍以上

中堅企業向け　業務改善コンサルティング

2ヶ月遅れだった試算表が月初1週間に。
効率化+経営改善

創業支援　モニタリングと経営支援

創業者の大半はfreeeを活用。freeeを
通じてスピーディに経営支援

会計事務所　地域の会計事務所との協業

新たに 40 以上の会計事務所が
認定アドバイザーとなって企業を支援

新しいビジネス　地域の企業とサービス連携

歯科向けシステムを販売する地元企業、
ADI.G社とデータ連携し、全国で販売開始

株式会社 北國銀行 freee 株式会社

ほっこく



的に中小企業の経理は非常に効率が悪
い。たとえば、パートのおばちゃんが経
理をやっていて、前任者のやり方を「こ
れには意味があるのかな？」と思いなが
らも、正しいのか間違っているのかもわ
からないまま、10 年、15 年と続けてい
たりする。そういうケースが日本中にた
くさんあるわけです。
　幸いなことに、現在はいろんなツール
がありますから、今この瞬間で一番効率
のよい方法を選んで数字を作れるように
なりました。その 1 つがネットバンクと
の連携強化であり、freeeの導入です。こ
の 2 つをセットで活用すると、リアルタ
イムに数字が出るうえ、人の手がほとん

ど入らずに済み、会計ソフトに 1 回教え
るだけでミスなく自動仕訳ができます。
　freeeでは「経理にかかる時間を10分
の1にしよう」と謳っていますよね。それ
はまさに私たちの問題意識と合致する部
分です。そういう問題意識を持ち、そこ
を変えられるのは会計事務所しかないと
考えています。

「会計」＝「ビジネスのインフラ」

 -使えるツールを駆使して、効率よく
数字を作る。そうすると中小企業にどん
なメリットや変化があるんでしょうか？
町田：まず、経理の方の時間が浮きます。

それだけだと「私の仕事がなくなっちゃ
うじゃない！」となるかもしれませんが、
そこで登場するのが「もっとも効果的に
数字を使う」という話なんです。
　会計というのはビジネスを回していく
うえでの 1 つのインフラだと捉えること
ができます。本来、経理というのは、数
字ができたら終わりではなく、スタート
ラインであるべきでしょう。つまり、そ
の数字をもとに経営分析をしたり、提案
をおこなっていく。それが会計の役割だ
と私たちは考えているんですね。経理の
手間が減れば、そちらに時間を使えるよ
うになります。
　ただ、これまで数字を経営に活かすと
いう扱い方をしてこなかった企業にとっ
ては、急に「数字を経営に活かそう」と
いっても、なかなか難しいでしょう。そ
こで私たちが、効率化や経営面でのアド
バイス・コンサルティングをおこなうよ
うにしているんです。
 -税務顧問をするなかで、数字の活用
方法のアドバイザーという役割を担って
いるわけですね。
町田：そうです。試算表を作成するにあ
たっては、どのツールを使っても結果は
一緒になります。それなら、そこまでの
プロセスを改善し、早くレポートを出し
て、経営に活かすほうがいい。そのため
の支援をさせていただいています。

会計インフラ構築のための４つの柱

 -会計というインフラを作り変えるう
えで、他に取り組まれていることはあり
ますか？
町田：弊社では４つの柱を軸に据えて取
り組んでいます。１つめは先ほど申し上
げた税務顧問としてアドバイザー役を担
うこと。2 つめが経理代行です。急に経
理担当者が辞めることになったり、出産
や育児で何年か仕事を休みたいという場
合、引き継ぎがなくアウトソーシングで
きるので、顧問先からは非常に重宝され
ています。
松村氏（以下敬称略）：最初に代表が「経理
代行を始めよう」と言ったとき、自計化
が進むなかでそんなニーズがあるのかと
思っていたんです。しかし、始めた途端
に問い合わせが殺到しました。今、その
取り組みをスタートして 5 年目ですが、
200 社に迫る勢いで増えています。しか
も freee を入れるとどんどん自動化でき
るので、事務所にとっても効率がいいん
です。
町田：そして 3 つめが教育。研修やセミ
ナーをおこなって、経理担当者の方に最
適化のノウハウを持ち帰っていただく。
4 つめが人材派遣。これはまだテスト段
階で、本格始動はこれからですが、最適
化についてのノウハウを学んだ人材を育

てて企業に派遣し、企業の内側から理想
的な状態にすることを目指しています。
 -お話を伺うと、従来の会計事務所の
枠には捉われず、「会計＝インフラ」と考
え、日本の現状をよりよくするためにで
きることをやるというお考えなんですね。
町田：そうです。手段は何でもいいんで
す。とにかく日本の会計インフラをバー
ジョンアップしたい。経理の時間を 10
分の１にしたら、よりよい会社にしてい
けるように、残りの９の時間ですべき、
数字を経営に活かすことを経理担当者の
方に提示していきたいと思っています。

もっとも効率的に数字を作り
もっとも効果的に数字を使う

 -町田パートナーズでは、顧問先とネッ
トバンキングとの連携を進められている
と伺っています。なぜ、ネットバンキン
グとの連携を強化されているのか、その
理由をお伺いできますか？
町田氏（以下敬称略）：じつは、私どもは「日
本の経理を最適化する」という中長期ビ
ジョンを掲げています。もう少し噛み砕
いて説明すると、「もっとも効率的に数
字を作り、もっとも効果的に数字を使え
る世の中にする」というスローガンです。
　会社によって違いはありますが、一般

未来を見据えて、今取り組むこと――日本の経理の最適化

「日本の会計インフラを作り変えたい！」

税理士法人町田パートナーズ
税務部マネージャー

松村 芳幸 氏
税理士法人町田パートナーズ
代表 公認会計士 税理士

町田 孝治 氏
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約 40 名のスタッフを抱える税理士法人、町田パートナーズでは、いま顧問先と
インターネットバンキングの連携を進めている最中です。その取り組みには、利
便性の追求や業務の効率化といった理由以外に、日本の会計業界全体を見据えた
想いが隠されていました。代表の町田孝治さんと松村芳幸さんにお話を伺います。

会計の未来　｜　認定アドバイザー インタビュー01

010101
認定アドバイザー
インタビュー

フォルダ分けか？　検索か？

 -freee はその革新さゆえか、会計士さ
んや税理士さんから「使い方を把握しづ
らい」「なかなか慣れない」というご意見
をいただくことも多いんです。
松村：たしかに、従来の会計ソフトと同
じだとは思わないほうがいいかもしれま
せんね。しかし、それは自由度の高さを
反映しているということでもあります。
補助科目というのは、たとえて言えば
Windows のフォルダ分けみたいなもの
です。親フォルダがあって、子フォルダ
がある。しかし、子フォルダを横断的に
分析するのは難しいでしょう。親フォル
ダが分散していたらもっと難しい。
　ところが freeeの場合、いわば Excel
の列がたくさん立っているというイメー
ジなんです。となると、売上や経費を横
断的に見るのは簡単です。従来のソフト
と別モノとして捉えれば、そのパワフル
さはすぐに認識できると思いますよ。
町田：私たちの世代はフォルダ分けをし
てロジカルに整理したがる世代なんだそ
うです。でも、今は検索社会になってい
る。どこにデータが置いてあっても、キー
ワードで検索できれば、もはやフォルダ

分けの必要はありません。私はそれを聞
いて、「自分の考え方は古かったんだ」
とショックを受けました（笑）。そう捉
えれば、従来のソフトはフォルダ世代の
考え方。一方、 freee は検索世代に対
応できるソフトだということです。タグ
を付けておけば、検索も集計もできるん
ですから。
 -タグ機能を使いこなすにあたって、
面倒はありませんでしたか？
町田：タグを付けるだけですから簡単で
す。その後、どういう目的を持って継続
的に数字を蓄積していくかというほうが
大切だと思います。先ほどの「数字を有
効に使う」という話にもつながりますが、
目的に沿って数字を蓄積できる仕組みや
枠組みを作っておく必要があります。す
ると、後でさまざまな切り口でデータを
取り出せ、数字を経営に活かしていくこ
とができるんです。

顕在化している経理の負荷を解決

 -freee を使う場合、最初の枠組みを作
るのは大変だけど、それができれば経理
の手間は相当減るということですね。
松村：そうです。たとえば先日 freee を

導入した従業員100名規模の顧問先では、
3 名いた経理のうち 1 名が辞め、試算表
を出すのに3ヶ月もかかっていたんです。
その後の人員の補充もできない状態で、
最初は私どもの事務所から人材派遣をす
ることにしました。ところが、業績が伸び、
業務量がどんどん増えている状況だった
ので、その人材を引き上げるとすぐに業
務が滞ってしまう。そのため、何か抜本
的な対策が必要でした。そこで freee
の導入を提案したんです。その結果、今
では人材派遣をしなくても、日々の経理
業務が滞ることなく、15 日程度で試算表
が出せるようになっています。
 - 2 名体制でも大幅に短縮できるよう
になった。
松村：これからどんどん労働人口が減っ
ていくことが予想されていますが、すで
に経理部門では大きな会社でさえスタッ
フを雇いにくいのが現状です。しかし、
freee を導入して会計のシステムができ
れば、経理スタッフ自体がいらなくなっ
てしまうかもしれない。引き継ぎの作業
も機械がやってくれますから、現状で顕
在化している経理の負荷はほぼなくなる
と思います。

「現実」と「理想」の橋渡し役に

 - 今後、新しいテクノロジーがどんど
ん生み出されていくなかで、会計事務所の
役割はどう変化していくとお考えですか？
町田：今までの会計事務所は、どちらか
と言えば、申告書作成など法律上やらざ
るを得ないことを頼むというニーズが高

かったと思います。しかし今後、そのニー
ズは間違いなくなくなっていくでしょ
う。そのままでは到底、生き残れないと
思います。
 -間違いなくなくなっていく……。
町田：税務には、誰がやっても同じ結果
になるという前提があります。それは、
人間がやる必要がないということと同義
です。AI が進化すれば、AI が担うよう
になるのは自然な流れでしょう。その延
長線上で考えれば、作業というものはほ
ぼすべてが自動化されていくと考えられ
ます。むしろ、人間が関わることで、
ヒューマンエラーのリスクが高まってし
まう。
　ただ、今はまだ現実と理想のギャップ
があります。freee のような便利なソフ
トがある一方で、それを使いこなせる状
態にある人は少ない。そのギャップをわ
れわれが埋めてあげるのが大切じゃない
でしょうか。
　たとえば、freee の初期設定、運用な

どのノウハウを蓄積していけば、それを
今度は新規のお客様に対してセールスで
きるようになるでしょう。また、同じ業
種であれば、同じような領収書、取引先
などが出てくるので、業種ごとに自動化
ルールが定められていくはずです。
　まだ検討段階ではありますが、そうし
たノウハウが溜まったら、業種ごとに自
動化パッケージを提供できるのではない
かとも考えています。そういうことが、
これからの一定期間、会計事務所に求め
られている役割ではないかと。
 -いわばインフラ構築の導入部分の支
援ですね。それはニーズが高そうです。
町田：「効率的に数字を作り、効果的に
数字を使う」その方法を突き詰めるため
にも、私たちは新しいテクノロジーとど
んどん融合していきたいと考えていま
す。そして最終的には、日本の経理から
ムダをなくし、世界の見本になるような
会計インフラを作り上げていきたい。そ
れが私たちの願いです。

目からウロコの “タグ機能”

 -そうした取り組みをされるなかで、
freeeを使い始めたきっかけは何ですか？
町田：欧米ではクラウドソフトの普及率
が非常に高く、おそらく日本もそれに追
随していくだろうという話を聞いたの
が、freee に興味を持った最初のきっか
けです。それからいくつかのクラウドソ
フトを使ってみましたが、freee の使い
勝手は素晴らしいです。
松村：使い始めのころは、補助科目がな
いことに驚きました。しかし逆に、既存
の会計ソフトにはないタグ機能を活用す
ると、経営に役立つ分析資料などが自由
に作れるということがわかりました。こ
れは、数字を効果的に使いたいと考えて
いたわれわれにとって、ピタリとはまる
機能でした。freeeを使うと、経費にし
ろ売上にしろ、横断的に分析することが
可能です。そこが数字を使って経営判断
を支援するというところに非常に結びつ
いたんです。
町田：タグ機能を使いこなせば、自由自
在に検索が可能になり、集計もラクにな
ります。データ量が増えた現代だからこ
そのメリットを感じますね。



 経営パートナー Vol.5　|  1514　|   経営パートナー Vol.5

的に中小企業の経理は非常に効率が悪
い。たとえば、パートのおばちゃんが経
理をやっていて、前任者のやり方を「こ
れには意味があるのかな？」と思いなが
らも、正しいのか間違っているのかもわ
からないまま、10 年、15 年と続けてい
たりする。そういうケースが日本中にた
くさんあるわけです。
　幸いなことに、現在はいろんなツール
がありますから、今この瞬間で一番効率
のよい方法を選んで数字を作れるように
なりました。その 1 つがネットバンクと
の連携強化であり、freeeの導入です。こ
の 2 つをセットで活用すると、リアルタ
イムに数字が出るうえ、人の手がほとん

ど入らずに済み、会計ソフトに 1 回教え
るだけでミスなく自動仕訳ができます。
　freeeでは「経理にかかる時間を10分
の1にしよう」と謳っていますよね。それ
はまさに私たちの問題意識と合致する部
分です。そういう問題意識を持ち、そこ
を変えられるのは会計事務所しかないと
考えています。

「会計」＝「ビジネスのインフラ」

 -使えるツールを駆使して、効率よく
数字を作る。そうすると中小企業にどん
なメリットや変化があるんでしょうか？
町田：まず、経理の方の時間が浮きます。

それだけだと「私の仕事がなくなっちゃ
うじゃない！」となるかもしれませんが、
そこで登場するのが「もっとも効果的に
数字を使う」という話なんです。
　会計というのはビジネスを回していく
うえでの 1 つのインフラだと捉えること
ができます。本来、経理というのは、数
字ができたら終わりではなく、スタート
ラインであるべきでしょう。つまり、そ
の数字をもとに経営分析をしたり、提案
をおこなっていく。それが会計の役割だ
と私たちは考えているんですね。経理の
手間が減れば、そちらに時間を使えるよ
うになります。
　ただ、これまで数字を経営に活かすと
いう扱い方をしてこなかった企業にとっ
ては、急に「数字を経営に活かそう」と
いっても、なかなか難しいでしょう。そ
こで私たちが、効率化や経営面でのアド
バイス・コンサルティングをおこなうよ
うにしているんです。
 -税務顧問をするなかで、数字の活用
方法のアドバイザーという役割を担って
いるわけですね。
町田：そうです。試算表を作成するにあ
たっては、どのツールを使っても結果は
一緒になります。それなら、そこまでの
プロセスを改善し、早くレポートを出し
て、経営に活かすほうがいい。そのため
の支援をさせていただいています。

会計インフラ構築のための４つの柱

 -会計というインフラを作り変えるう
えで、他に取り組まれていることはあり
ますか？
町田：弊社では４つの柱を軸に据えて取
り組んでいます。１つめは先ほど申し上
げた税務顧問としてアドバイザー役を担
うこと。2 つめが経理代行です。急に経
理担当者が辞めることになったり、出産
や育児で何年か仕事を休みたいという場
合、引き継ぎがなくアウトソーシングで
きるので、顧問先からは非常に重宝され
ています。
松村氏（以下敬称略）：最初に代表が「経理
代行を始めよう」と言ったとき、自計化
が進むなかでそんなニーズがあるのかと
思っていたんです。しかし、始めた途端
に問い合わせが殺到しました。今、その
取り組みをスタートして 5 年目ですが、
200 社に迫る勢いで増えています。しか
も freee を入れるとどんどん自動化でき
るので、事務所にとっても効率がいいん
です。
町田：そして 3 つめが教育。研修やセミ
ナーをおこなって、経理担当者の方に最
適化のノウハウを持ち帰っていただく。
4 つめが人材派遣。これはまだテスト段
階で、本格始動はこれからですが、最適
化についてのノウハウを学んだ人材を育

てて企業に派遣し、企業の内側から理想
的な状態にすることを目指しています。
 -お話を伺うと、従来の会計事務所の
枠には捉われず、「会計＝インフラ」と考
え、日本の現状をよりよくするためにで
きることをやるというお考えなんですね。
町田：そうです。手段は何でもいいんで
す。とにかく日本の会計インフラをバー
ジョンアップしたい。経理の時間を 10
分の１にしたら、よりよい会社にしてい
けるように、残りの９の時間ですべき、
数字を経営に活かすことを経理担当者の
方に提示していきたいと思っています。

もっとも効率的に数字を作り
もっとも効果的に数字を使う

 -町田パートナーズでは、顧問先とネッ
トバンキングとの連携を進められている
と伺っています。なぜ、ネットバンキン
グとの連携を強化されているのか、その
理由をお伺いできますか？
町田氏（以下敬称略）：じつは、私どもは「日
本の経理を最適化する」という中長期ビ
ジョンを掲げています。もう少し噛み砕
いて説明すると、「もっとも効率的に数
字を作り、もっとも効果的に数字を使え
る世の中にする」というスローガンです。
　会社によって違いはありますが、一般

税理士法人町田パートナーズ

所在地：東京都港区芝 3-43-15　芝信三田ビル 7階　　
U R L ：www.machidakaikei.info

大手監査法人での監査経験を経て、直接的に社長を応援で
きる税理士事務所を開業。現在、創業 11 年目、社員 40
名ほどの税理士法人となっている。IT に強い税理士事務所
としての展開と、経理のアウトソーシング受入の経理代行
業務が特徴。フィンテックなどの社会情勢の推移を見て、
IT を軸にした会計インフラの最適化こそが会計事務所が果
たすべき役割と考えている。

フォルダ分けか？　検索か？

 -freee はその革新さゆえか、会計士さ
んや税理士さんから「使い方を把握しづ
らい」「なかなか慣れない」というご意見
をいただくことも多いんです。
松村：たしかに、従来の会計ソフトと同
じだとは思わないほうがいいかもしれま
せんね。しかし、それは自由度の高さを
反映しているということでもあります。
補助科目というのは、たとえて言えば
Windows のフォルダ分けみたいなもの
です。親フォルダがあって、子フォルダ
がある。しかし、子フォルダを横断的に
分析するのは難しいでしょう。親フォル
ダが分散していたらもっと難しい。
　ところが freeeの場合、いわば Excel
の列がたくさん立っているというイメー
ジなんです。となると、売上や経費を横
断的に見るのは簡単です。従来のソフト
と別モノとして捉えれば、そのパワフル
さはすぐに認識できると思いますよ。
町田：私たちの世代はフォルダ分けをし
てロジカルに整理したがる世代なんだそ
うです。でも、今は検索社会になってい
る。どこにデータが置いてあっても、キー
ワードで検索できれば、もはやフォルダ

分けの必要はありません。私はそれを聞
いて、「自分の考え方は古かったんだ」
とショックを受けました（笑）。そう捉
えれば、従来のソフトはフォルダ世代の
考え方。一方、 freee は検索世代に対
応できるソフトだということです。タグ
を付けておけば、検索も集計もできるん
ですから。
 -タグ機能を使いこなすにあたって、
面倒はありませんでしたか？
町田：タグを付けるだけですから簡単で
す。その後、どういう目的を持って継続
的に数字を蓄積していくかというほうが
大切だと思います。先ほどの「数字を有
効に使う」という話にもつながりますが、
目的に沿って数字を蓄積できる仕組みや
枠組みを作っておく必要があります。す
ると、後でさまざまな切り口でデータを
取り出せ、数字を経営に活かしていくこ
とができるんです。

顕在化している経理の負荷を解決

 -freee を使う場合、最初の枠組みを作
るのは大変だけど、それができれば経理
の手間は相当減るということですね。
松村：そうです。たとえば先日 freee を

導入した従業員100名規模の顧問先では、
3 名いた経理のうち 1 名が辞め、試算表
を出すのに3ヶ月もかかっていたんです。
その後の人員の補充もできない状態で、
最初は私どもの事務所から人材派遣をす
ることにしました。ところが、業績が伸び、
業務量がどんどん増えている状況だった
ので、その人材を引き上げるとすぐに業
務が滞ってしまう。そのため、何か抜本
的な対策が必要でした。そこで freee
の導入を提案したんです。その結果、今
では人材派遣をしなくても、日々の経理
業務が滞ることなく、15 日程度で試算表
が出せるようになっています。
 - 2 名体制でも大幅に短縮できるよう
になった。
松村：これからどんどん労働人口が減っ
ていくことが予想されていますが、すで
に経理部門では大きな会社でさえスタッ
フを雇いにくいのが現状です。しかし、
freee を導入して会計のシステムができ
れば、経理スタッフ自体がいらなくなっ
てしまうかもしれない。引き継ぎの作業
も機械がやってくれますから、現状で顕
在化している経理の負荷はほぼなくなる
と思います。

「現実」と「理想」の橋渡し役に

 - 今後、新しいテクノロジーがどんど
ん生み出されていくなかで、会計事務所の
役割はどう変化していくとお考えですか？
町田：今までの会計事務所は、どちらか
と言えば、申告書作成など法律上やらざ
るを得ないことを頼むというニーズが高

かったと思います。しかし今後、そのニー
ズは間違いなくなくなっていくでしょ
う。そのままでは到底、生き残れないと
思います。
 -間違いなくなくなっていく……。
町田：税務には、誰がやっても同じ結果
になるという前提があります。それは、
人間がやる必要がないということと同義
です。AI が進化すれば、AI が担うよう
になるのは自然な流れでしょう。その延
長線上で考えれば、作業というものはほ
ぼすべてが自動化されていくと考えられ
ます。むしろ、人間が関わることで、
ヒューマンエラーのリスクが高まってし
まう。
　ただ、今はまだ現実と理想のギャップ
があります。freee のような便利なソフ
トがある一方で、それを使いこなせる状
態にある人は少ない。そのギャップをわ
れわれが埋めてあげるのが大切じゃない
でしょうか。
　たとえば、freee の初期設定、運用な

どのノウハウを蓄積していけば、それを
今度は新規のお客様に対してセールスで
きるようになるでしょう。また、同じ業
種であれば、同じような領収書、取引先
などが出てくるので、業種ごとに自動化
ルールが定められていくはずです。
　まだ検討段階ではありますが、そうし
たノウハウが溜まったら、業種ごとに自
動化パッケージを提供できるのではない
かとも考えています。そういうことが、
これからの一定期間、会計事務所に求め
られている役割ではないかと。
 -いわばインフラ構築の導入部分の支
援ですね。それはニーズが高そうです。
町田：「効率的に数字を作り、効果的に
数字を使う」その方法を突き詰めるため
にも、私たちは新しいテクノロジーとど
んどん融合していきたいと考えていま
す。そして最終的には、日本の経理から
ムダをなくし、世界の見本になるような
会計インフラを作り上げていきたい。そ
れが私たちの願いです。

目からウロコの “タグ機能”

 -そうした取り組みをされるなかで、
freeeを使い始めたきっかけは何ですか？
町田：欧米ではクラウドソフトの普及率
が非常に高く、おそらく日本もそれに追
随していくだろうという話を聞いたの
が、freee に興味を持った最初のきっか
けです。それからいくつかのクラウドソ
フトを使ってみましたが、freee の使い
勝手は素晴らしいです。
松村：使い始めのころは、補助科目がな
いことに驚きました。しかし逆に、既存
の会計ソフトにはないタグ機能を活用す
ると、経営に役立つ分析資料などが自由
に作れるということがわかりました。こ
れは、数字を効果的に使いたいと考えて
いたわれわれにとって、ピタリとはまる
機能でした。freeeを使うと、経費にし
ろ売上にしろ、横断的に分析することが
可能です。そこが数字を使って経営判断
を支援するというところに非常に結びつ
いたんです。
町田：タグ機能を使いこなせば、自由自
在に検索が可能になり、集計もラクにな
ります。データ量が増えた現代だからこ
そのメリットを感じますね。
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ただけたので、経営に困るようなことが
なかったのが幸運でした。今もまだ会計
業務の比重のほうが高いのですが、当時
は税務に関しては紹介で受けるだけで、
宣伝すらしていなかったんです。
 -freee は主に税務面で活用するソフ
トですが、そのなかで freee を使うよう
になったのはなぜですか？
李：それまで使っていた会計ソフトに対
して、とにかく使い勝手が悪いと感じて
いたからです。当時は１人で事務所を
やっていたのに、会計業務に加えて税務
で７～８社、そのうち４～５社が記帳代
行でしたから、少しでも手間を改善した
かったんですね。そんなときに freee を
使ってみたら「これ、便利じゃん！」と
目からウロコが落ちました。そこで顧問
先に会計ソフトを freee に替えるように
お願いしたんです。

freeeで記帳の手間を大幅削減

 -実際に導入してみていかがでした？
李：記帳にかかる手間はかなり減りまし
た。別のクラウド会計ソフトも試してみ
たんですが、そちらで 100 の手間がか
かるとすれば、freee はその半分以下、
45くらいで済むと思います。
 -ご検証いただきありがとうございま
す（笑）。となると、税務の顧問先件数
も増えたんじゃないですか？
李：freee を使っている顧問先だけで現
在 20 社ほど、全体では約 30 社を担当し
ているので、大分増えましたね。
 -記帳代行と自計化の割合も変わりま
したか？
李：いえ、じつはそこはあまり変化がなく、
今でも７割が記帳代行なんです。やはり
「自社で記帳するのは面倒」という企業

が多いですね。
 -自計化ではなく、記帳代行を依頼さ
れる顧問先にとって、freeeを使うメリッ
トってあるんでしょうか？
李：まず、顧問先と私たちの両方がクラ
ウド上で中身を確認し合えるところ。あ
とは私どもの作業の効率化です（笑）。
顧問先には「銀行口座やクレジットカー
ドの同期ができ、記帳の手間はほとんど
かかりません。記帳代行の場合、現金の
領収書はスマホやスキャナでデータ化し
ていただくので、自計化でもお客様の手
間は変わりませんよ」と説明しています。
それでも記帳代行を選ばれる顧問先が多
いのは、私どもは記帳代行料をいただい
ていないんですね、そういうことも関係
しているかもしれません。

記帳代行の常識を覆す

 -記帳代行というと、一般的に帳簿が
出るまで２ヶ月ほどかかるイメージです
が、李さんの事務所ではどうですか？
李：私たちのやり方では、記帳代行でも
銀行口座・クレジットカードを同期して
もらっています。加えて、顧問先から領
収書を預かったらSTREAMED などの
データ化サービスに依頼して手入力して
もらうんです。それが通常１～２日営業
日で戻ってくるので、入力データに間違
いがないかをチェックして、おかしなと
ころがあれば元のデータと突き合わせて
修正します。その後、Excel のマクロを
使ってデータを CSV 化し、最後に freee

の仕訳インポート機能を使って取り込み
ます。すると、データチェックの時間を
含めて長くて４営業日で完了してしまう。
 -ずいぶんスピーディですね。顧問先
に経営に関するデータを早く渡せるのは
付加価値だと思います。
李：課題としては、現状のアウトソーシ
ングでは勘定科目や消費税の課税区分の
設定までは難しい点、また海外出張の際
の外貨建ての領収書などはこちらで手入
力する必要があるという点ですね。それ
でも圧倒的に効率がよく、正確性も高い
といえます。たとえばSTREAMEDでは、
ベトナム人のオペレーターが２人で入力
して一致したものを、最後に日本人が
チェックするんです。これだけでも３人
の目が入り、弊社のスタッフも入れれば
実質４人体制で確認できますから、自分
たちで入力するよりもむしろ正確性が高
まるわけです。
　ちなみに、領収書が月に 200～ 300
枚になる企業には、freee の使い方を指
導したうえで自計化をお願いしていま
す。その場合も、顧問先に証憑を freee
のファイルボックスにアップしていただ
き、OCR 機能を活用して効率的に記帳し
てもらいます。記帳代行にしろ自計化に
しろ、freee を使うようになって、実際
の作業は10分の 1くらいに減りました。

“働く場” 提供としての税務業務

 -先ほど、税務の顧問先が開業当初の
７～８社から現在は 30 社に増えたと伺

いましたが、いま事務所には何名のス
タッフがいらっしゃるんですか？
李：常勤で事務所にいるのは、私を含め
て２人だけです。在宅でお仕事をお願い
しているパートさんも含めれば、全部で
4.5人くらいでしょうか。
 -在宅ワークでも業務に差し障りはあ
りませんか？
李：打ち合わせは Skype でおこない、や
り取りもクラウド上で完結するので、まっ
たく問題ありません。じつは、私のとこ
ろのスタッフは “ワケあり” の方が多い
んです。というのも、がんでフルタイム
では働けなくなった方や、週に 3 日は人
工透析に行かなければならない方、シン
グルマザーでフルでは働けないというよ
うな方たちにお仕事をお願いしているん
ですね。
　この現代においても、がんになっただ
けで会社をクビになってしまうというこ
とがあるんです。私の身近な人にもそれ
で職を失った方がいます。彼らにとって、
闘病生活をしながら仕事を続けるのは非
常に深刻な問題。そういう方に働く場を
提供できればいいなと考え、闘病者ネッ
トワークを主催されている方に、多少の
会計知識のあるスタッフを紹介していた
だいています。それもクラウドや AI の
進歩があってこそできることですね。
 -クラウドや AI の登場で柔軟な働き方
が可能になっている。スタッフの方は
freee の使い方に戸惑ったりされていま
せんか？
李：直感的に作業できますから、スタッ
フはむしろ「freee は考えなくてもいい

リーマン・ショックでリストラ…

 -まずは、李さんが会計事務所を開業
した経緯からお聞かせいただけますか？
李氏（以下敬称略）：私はもともと公認会計
士として監査法人で働いていたんです。
当時は完全に金融畑で、銀行や証券会
社を担当していました。その後、転職
して会計コンサルティング会社に勤務
していたとき、リーマン・ショックが
起こりました。当時はなかなかいい給
料をもらっていたんですよ。でも、そ
れが仇になってリストラされてしまっ
たんです。不況のため次の勤め先も見
つけにくく、家族や親戚にも自営業が
多かったので、「それなら開業しよう」
とすぐに決断しました。
　開業後は、前職でお付き合いのあった
上場企業から内部統制などのお仕事をい

未来を見据えて、今取り組むこと――付加価値の提供

「会計事務所のバリューをどう高めるか」

李総合会計事務所
公認会計士 税理士

李 顕史 氏
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アルバイトを含め４～５人という小規模な李総合会計事務所では、従来の作業
の手間を半分以下に圧縮し、捻出した時間を顧問先への付加価値の提供のため
に使っています。“新しモノ好き” と公言する所長の李顕史氏は、一体どのよう
に顧問先に喜ばれるサービスを提供しているのか？　その秘密に迫ります。
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経営はいわば「不完全情報ゲーム」です。
となれば、人間の手を必要とする部分が
必ずあり、その重要度も高い。会計事務
所には、その面で生き残れるバリューが
あるはずだと考えています。
 -それを見据えて、すでに実施してい
る取り組みはありますか？
李：これは昔からの取り組みなのです
が、経営分析サービスの提供をおこなっ
ています。たとえば Excel を活用して、
顧問先の経営状況をグラフ化してあげ
る。私はもともと金融畑にいたので、
銀行の格付けを 10 段階評価にして「御
社は今、上から４段階目にいますよ」
と提示してあげたり、収益フローを点
数で表示したり、「御社で 100 円を稼ぐ
には、いま原価はいくらかかりますよ」
という情報を図表にして見せてあげる
サービスなんです。こうしたサービス
に時間を割けるのも 、freee で記帳を
自動化できたからです。

会計事務所の付加価値とは？

 -「 あなたの会社は10点満点中、７点で

す」といった情報は、経営者にとっても面
白いでしょうね。大いに経営判断の参考
になりそうです。それは有料サービスな
んですか？
李：いえ、開業当初から顧問先全社に向
けて、無料でご提供しています。
 -それは喜ばれるでしょうね。しかし、
なぜこうした取り組みをされるように
なったんでしょうか？
李：やはり、経営者の方には経営リテラ
シーを上げていただきたいですから。
ROE や経常利益などの経営指標をただ数
字で示すだけだとなかなか理解できなく
ても、グラフや図にして見せると、感覚
的に自社の状況を理解してもらえます。
すると、会社のどの部分を改善して、ど
んな目標を立てればいいかもわかるよう
になる。そのあとに経営計画を一緒に作
るサービスもあるんですが、そこからは
有料でのご提供になります。
 -まさに会計事務所としての付加価値
を高め、顧問先にとってもバリューが高
い取り組みですね。
李：税務申告書を作るだけではバリュー
は出せませんから。税理士だけでなく、
大企業を相手にする監査法人でも、自分
たちに付加価値を見出せるかが不安だと
いう人は非常にたくさんいるんですよ。
もちろん私も不安に感じています。ただ、
私たちは今後もコンサルティング面での
取り組みを強化し、顧問先のパートナー
として、きちんと価値を提供できる会計
事務所でありたいと考えています。
 -freeeがその一助になれば幸いです。

からラク」と言っています。仕訳をいち
いち考えて打ち込まなくていいし、ク
リック数も少ない。一度慣れてしまえば
抵抗なく受け入れられるようです。

完全情報ゲームと不完全情報ゲーム

 -テクノロジーの進歩によって、いま
働き方だけでなく、会計業界全体が大き
な変革の時期を迎えていると思います。
李さんはこれから先の「会計の未来」を
どう捉えますか？
李：現在は記帳業務で価格競争を繰り広
げている事務所が多いですが、今後はお
そらく記帳業務そのものがなくなってい
くでしょうね。私たちはそれ以外の価値
を顧問先に提供しなければならない局面
に差しかかっていると思います。
　AI の進展は予想以上に早く、すでに将
棋や囲碁といった世界では、プロが AI
に負けることが当たり前になりつつあり
ます。では、経営もすべて AI に任せれ
ばいいのかと言えば、そうではありませ
ん。将棋や囲碁は「完全情報ゲーム」だ
から AI のほうが優れている。しかし、

020202
認定アドバイザー
インタビュー
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現金取引は、STREAMEDから受け取ったデータを csv 形式で freee にインポート



李総合会計事務所 

所在地：東京都新宿区新小川町１番 14号
　　　　飯田橋リープレックスビズ２階 
U R L ：www.lee-kaikei.jp

「領収書と通帳を撮影していただけば、あとは私が引き受けま
す」をキャッチコピーに、自動記帳の仕組みを構築、多くの企
業に喜ばれている。自営業の家に育ち、会社経営を間近で見て
育ったこと、IT に強いことから、緻密で豊富な会社分析資料を
提供。「顧客の利益は自分の利益」との理念で、年間延べ 500
回の経営アドバイスを提供している。

ただけたので、経営に困るようなことが
なかったのが幸運でした。今もまだ会計
業務の比重のほうが高いのですが、当時
は税務に関しては紹介で受けるだけで、
宣伝すらしていなかったんです。
 -freee は主に税務面で活用するソフ
トですが、そのなかで freee を使うよう
になったのはなぜですか？
李：それまで使っていた会計ソフトに対
して、とにかく使い勝手が悪いと感じて
いたからです。当時は１人で事務所を
やっていたのに、会計業務に加えて税務
で７～８社、そのうち４～５社が記帳代
行でしたから、少しでも手間を改善した
かったんですね。そんなときに freee を
使ってみたら「これ、便利じゃん！」と
目からウロコが落ちました。そこで顧問
先に会計ソフトを freee に替えるように
お願いしたんです。

freeeで記帳の手間を大幅削減

 -実際に導入してみていかがでした？
李：記帳にかかる手間はかなり減りまし
た。別のクラウド会計ソフトも試してみ
たんですが、そちらで 100 の手間がか
かるとすれば、freee はその半分以下、
45くらいで済むと思います。
 -ご検証いただきありがとうございま
す（笑）。となると、税務の顧問先件数
も増えたんじゃないですか？
李：freee を使っている顧問先だけで現
在 20 社ほど、全体では約 30 社を担当し
ているので、大分増えましたね。
 -記帳代行と自計化の割合も変わりま
したか？
李：いえ、じつはそこはあまり変化がなく、
今でも７割が記帳代行なんです。やはり
「自社で記帳するのは面倒」という企業

が多いですね。
 -自計化ではなく、記帳代行を依頼さ
れる顧問先にとって、freeeを使うメリッ
トってあるんでしょうか？
李：まず、顧問先と私たちの両方がクラ
ウド上で中身を確認し合えるところ。あ
とは私どもの作業の効率化です（笑）。
顧問先には「銀行口座やクレジットカー
ドの同期ができ、記帳の手間はほとんど
かかりません。記帳代行の場合、現金の
領収書はスマホやスキャナでデータ化し
ていただくので、自計化でもお客様の手
間は変わりませんよ」と説明しています。
それでも記帳代行を選ばれる顧問先が多
いのは、私どもは記帳代行料をいただい
ていないんですね、そういうことも関係
しているかもしれません。

記帳代行の常識を覆す

 -記帳代行というと、一般的に帳簿が
出るまで２ヶ月ほどかかるイメージです
が、李さんの事務所ではどうですか？
李：私たちのやり方では、記帳代行でも
銀行口座・クレジットカードを同期して
もらっています。加えて、顧問先から領
収書を預かったらSTREAMED などの
データ化サービスに依頼して手入力して
もらうんです。それが通常１～２日営業
日で戻ってくるので、入力データに間違
いがないかをチェックして、おかしなと
ころがあれば元のデータと突き合わせて
修正します。その後、Excel のマクロを
使ってデータを CSV 化し、最後に freee

の仕訳インポート機能を使って取り込み
ます。すると、データチェックの時間を
含めて長くて４営業日で完了してしまう。
 -ずいぶんスピーディですね。顧問先
に経営に関するデータを早く渡せるのは
付加価値だと思います。
李：課題としては、現状のアウトソーシ
ングでは勘定科目や消費税の課税区分の
設定までは難しい点、また海外出張の際
の外貨建ての領収書などはこちらで手入
力する必要があるという点ですね。それ
でも圧倒的に効率がよく、正確性も高い
といえます。たとえばSTREAMEDでは、
ベトナム人のオペレーターが２人で入力
して一致したものを、最後に日本人が
チェックするんです。これだけでも３人
の目が入り、弊社のスタッフも入れれば
実質４人体制で確認できますから、自分
たちで入力するよりもむしろ正確性が高
まるわけです。
　ちなみに、領収書が月に 200～ 300
枚になる企業には、freee の使い方を指
導したうえで自計化をお願いしていま
す。その場合も、顧問先に証憑を freee
のファイルボックスにアップしていただ
き、OCR 機能を活用して効率的に記帳し
てもらいます。記帳代行にしろ自計化に
しろ、freee を使うようになって、実際
の作業は10分の 1くらいに減りました。

“働く場” 提供としての税務業務

 -先ほど、税務の顧問先が開業当初の
７～８社から現在は 30 社に増えたと伺

いましたが、いま事務所には何名のス
タッフがいらっしゃるんですか？
李：常勤で事務所にいるのは、私を含め
て２人だけです。在宅でお仕事をお願い
しているパートさんも含めれば、全部で
4.5人くらいでしょうか。
 -在宅ワークでも業務に差し障りはあ
りませんか？
李：打ち合わせは Skype でおこない、や
り取りもクラウド上で完結するので、まっ
たく問題ありません。じつは、私のとこ
ろのスタッフは “ワケあり” の方が多い
んです。というのも、がんでフルタイム
では働けなくなった方や、週に 3 日は人
工透析に行かなければならない方、シン
グルマザーでフルでは働けないというよ
うな方たちにお仕事をお願いしているん
ですね。
　この現代においても、がんになっただ
けで会社をクビになってしまうというこ
とがあるんです。私の身近な人にもそれ
で職を失った方がいます。彼らにとって、
闘病生活をしながら仕事を続けるのは非
常に深刻な問題。そういう方に働く場を
提供できればいいなと考え、闘病者ネッ
トワークを主催されている方に、多少の
会計知識のあるスタッフを紹介していた
だいています。それもクラウドや AI の
進歩があってこそできることですね。
 -クラウドや AI の登場で柔軟な働き方
が可能になっている。スタッフの方は
freee の使い方に戸惑ったりされていま
せんか？
李：直感的に作業できますから、スタッ
フはむしろ「freee は考えなくてもいい

リーマン・ショックでリストラ…

 -まずは、李さんが会計事務所を開業
した経緯からお聞かせいただけますか？
李氏（以下敬称略）：私はもともと公認会計
士として監査法人で働いていたんです。
当時は完全に金融畑で、銀行や証券会
社を担当していました。その後、転職
して会計コンサルティング会社に勤務
していたとき、リーマン・ショックが
起こりました。当時はなかなかいい給
料をもらっていたんですよ。でも、そ
れが仇になってリストラされてしまっ
たんです。不況のため次の勤め先も見
つけにくく、家族や親戚にも自営業が
多かったので、「それなら開業しよう」
とすぐに決断しました。
　開業後は、前職でお付き合いのあった
上場企業から内部統制などのお仕事をい

経営はいわば「不完全情報ゲーム」です。
となれば、人間の手を必要とする部分が
必ずあり、その重要度も高い。会計事務
所には、その面で生き残れるバリューが
あるはずだと考えています。
 -それを見据えて、すでに実施してい
る取り組みはありますか？
李：これは昔からの取り組みなのです
が、経営分析サービスの提供をおこなっ
ています。たとえば Excel を活用して、
顧問先の経営状況をグラフ化してあげ
る。私はもともと金融畑にいたので、
銀行の格付けを 10 段階評価にして「御
社は今、上から４段階目にいますよ」
と提示してあげたり、収益フローを点
数で表示したり、「御社で 100 円を稼ぐ
には、いま原価はいくらかかりますよ」
という情報を図表にして見せてあげる
サービスなんです。こうしたサービス
に時間を割けるのも 、freee で記帳を
自動化できたからです。

会計事務所の付加価値とは？

 -「 あなたの会社は10点満点中、７点で

す」といった情報は、経営者にとっても面
白いでしょうね。大いに経営判断の参考
になりそうです。それは有料サービスな
んですか？
李：いえ、開業当初から顧問先全社に向
けて、無料でご提供しています。
 -それは喜ばれるでしょうね。しかし、
なぜこうした取り組みをされるように
なったんでしょうか？
李：やはり、経営者の方には経営リテラ
シーを上げていただきたいですから。
ROE や経常利益などの経営指標をただ数
字で示すだけだとなかなか理解できなく
ても、グラフや図にして見せると、感覚
的に自社の状況を理解してもらえます。
すると、会社のどの部分を改善して、ど
んな目標を立てればいいかもわかるよう
になる。そのあとに経営計画を一緒に作
るサービスもあるんですが、そこからは
有料でのご提供になります。
 -まさに会計事務所としての付加価値
を高め、顧問先にとってもバリューが高
い取り組みですね。
李：税務申告書を作るだけではバリュー
は出せませんから。税理士だけでなく、
大企業を相手にする監査法人でも、自分
たちに付加価値を見出せるかが不安だと
いう人は非常にたくさんいるんですよ。
もちろん私も不安に感じています。ただ、
私たちは今後もコンサルティング面での
取り組みを強化し、顧問先のパートナー
として、きちんと価値を提供できる会計
事務所でありたいと考えています。
 -freeeがその一助になれば幸いです。

からラク」と言っています。仕訳をいち
いち考えて打ち込まなくていいし、ク
リック数も少ない。一度慣れてしまえば
抵抗なく受け入れられるようです。

完全情報ゲームと不完全情報ゲーム

 -テクノロジーの進歩によって、いま
働き方だけでなく、会計業界全体が大き
な変革の時期を迎えていると思います。
李さんはこれから先の「会計の未来」を
どう捉えますか？
李：現在は記帳業務で価格競争を繰り広
げている事務所が多いですが、今後はお
そらく記帳業務そのものがなくなってい
くでしょうね。私たちはそれ以外の価値
を顧問先に提供しなければならない局面
に差しかかっていると思います。
　AI の進展は予想以上に早く、すでに将
棋や囲碁といった世界では、プロが AI
に負けることが当たり前になりつつあり
ます。では、経営もすべて AI に任せれ
ばいいのかと言えば、そうではありませ
ん。将棋や囲碁は「完全情報ゲーム」だ
から AI のほうが優れている。しかし、
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インターネットバンキング（IB）

徹底比較！
IB なら窓口に足を運ぶ必要もないし、指定日に振込予約も
できる。他にも便利なサービスは盛りだくさんだ。それな
のに中小企業における IB 普及率はまだ低い。個人で IB を
利用していても、会社で使うのは不安という経営者の方も
いるだろう。そこで企業のニーズに合わせて選択できるよ
うに、ここで主要法人IBサービスの特色を押さえておこう。

IBならではの便利なサービス

　IB にするメリットといえば、真っ先に挙がるのがいちいち
銀行に行かなくても済む点。月末に銀行窓口に並んで半日ムダ
にする、なんてことはもうないのだ。しかも総合振込サービス
を使えば、Excel や会計ソフトで振込先を 1 つのファイルにま
とめ、アップロードするだけで複数の振込が可能。毎月の給与
や取引先への支払いに便利だ。freee ならファイルの準備はボ
タン1つでOK。
　専業 IB は、総合振込の一度の件数が多いのが特徴。ただし
別途申込みが必要で、維持費用がかかるところも。一方、メガ
バンクでは一度の振込件数は少ないものの、基本的に標準装備
で、維持費は基本料金に含まれている。
　もう 1 つ便利なサービスを挙げると、税金や公共料金等を
ネット上で支払えるペイジーがある。ただし、ひと口にペイジー
と言っても、国庫金や地方公金がどこまで支払えるかは銀行や
自治体によるので注意したい。またペイジー未対応でも、クレ
ジットカードやデビットカードで支払える税金もあるため、自
分に必要なサービスを見極めるのがポイントになりそうだ。

自分に合ったIBはどこ？

　さて、IB を使うにあたって一番心配なのは、セキュリティ
だろう。結論を言えば、どの IB でも対策はとられている。非
常に強固なのはメガバンクだが、電子証明書を事前に登録した
パソコンからしかログインできないので、使い勝手は多少落ち
る。専業 IB はもう少し柔軟で、どのパソコンからもログイン
でき、普段のパソコン以外から取引があったら、合言葉やメー
ルで確認する方式である。
　以上を踏まえて考えると、自分の欲しい機能とトータルのコ
ストを天秤にかけるのが賢い IB 選択の方法だろう。たとえば
全国に支社があり、何百人も従業員を抱える企業の場合、総合
振込の件数が多く、ペイジーで税金が払える銀行はかなり魅力
的。手数料を安く抑えるためにも専業ネットバンクが候補に挙
がりやすい。しかし、従業員 5 人で本社のみの小規模な企業
なら、総合振込の件数は少なくてもいいので、すでに付き合い
のあるメガバンクが候補に挙がるかもしれない。もちろん、利
用したい機能に合わせて複数の銀行を使い分けるのも手。せっ
かくの便利機能、使いこなして業務効率化に役立ててみては。

専業ネットバンク メガバンク系のネットバンク

無料

3,240円

三菱東京
UFJ銀行

（BizSTATION）

住信 SBI
ネット銀行

ジャパンネット
銀行

（JNB）
楽天銀行

三井住友銀行
（パソコンバンクweb21

デビュープラン）

みずほ銀行
（みずほビジネスWEB）

無料 無料

1,080円 無料

1,728円

無料 無料 無料

9,999 件 3,000 件＊3 3,000 件 30件＊4 20 件 20件

翌月末まで 32日後まで 90日後まで 45営業日後まで 5営業日後まで 1カ月後まで

× ○ ○ ○ ○ ○

258円
270円
⇒freee 会員の場合
250円

258円 756円 756円 756円

2,160円＊1 3,240円＊2

＊1：サービス開始月から最大4カ月間お試し無料期間あり。　＊2：開始6カ月は無料。
＊3：1日あたり99回まで可能。　＊4：追加サービスとして最大100件の振込デー
タを承認できる「総合／給与振込サービス」もあり。その場合の利用料は初回契約
費2万7,000円、月額利用料が3,240円。　＊5：スマホを利用した認証サービス。　
＊6：電子証明書を格納したパソコンのみでログインできる仕組み。　＊7：パソコン
に電子証明書を格納するのではなく、ICカードとカードリーダーを用いてログインす
る方法。　＊8：毎月初回の入出金はそれぞれ無料。
「経営パートナー」編集部調べ（2017年4月）。詳細は各行にてご確認ください。

月額基本料金

振込予約

スマート認証＊5
トークン型
ワンタイム
パスワード

メールによる
ワンタイム
パスワード

電子証明書＊6
＋トークン型ワン
タイムパスワード or 
ICカード認証＊7

電子証明書＊6
＋トークン型ワン
タイムパスワード or 
ICカード認証＊7

電子証明書＊6
＋カメラ付きトー
クン型ワンタイム
パスワード

セキュリティ対策

7 年前の
1月1日以降 照会日より5年間 過去 13カ月

108円

108円

3万円以上は無料、
3万円未満なら
ATMにより
162円 or 324円＊8

3 万円以上は無料、
3万円未満は
ATMにより
216円 or 270円

ATMにより
216円 or 270円

前月1日から
当日まで

6カ月前の
月初 1日以降 過去 23営業日明細が出せる期間

預け入れ

引き出し

ATM手数料

ペイジー

振込手数料
（他行宛：3万円以上）

総合振込
月額維持費用
1回の件数

法人で利用できるネットバンキングのサービス比較



46.2%
46.2%

5.7%
1.9%

経営を根本的に
変える可能性がある経営を変える

可能性がある

freee 認定アドバイザー

52人の未来予測
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freee 認定アドバイザー

52人の未来予測
会計の未来　｜　freee 認定アドバイザー　50人の未来予測

今後、会計事務所・税理士事務所運営にどのような変化が起こると予想するか、
freee認定アドバイザーのみなさんにアンケート調査を実施。その結果からは、フィ
ンテックがもたらす影響を重視する会計事務所が多いことが浮き彫りになりまし
た。ご協力いただいた認定アドバイザーのみなさん、ありがとうございました！

会計業界が大きく変化
　freee認定アドバイザーの大半は、テクノロジーが会計事務
所の経営に何らかの影響を及ぼすと回答。さらにその半数は、
経営が根本的に変わる可能性を示唆しています。
　その理由としてまず挙げられるのは、会計業界に期待され
ることの変化です。Q３の回答からは、今後「顧問先の課題解決」
の比重が高まり、同時に「年次・月次決算の正確性、リアル
タイム性」をより徹底させていくべきだと考えられているこ
とが読み取れます。
　さらに、Q２からは働き方が大きく変わるという見通しも。
「在宅勤務」「モバイル活用」「コンサルタント等の異業種連携」
「オンライン・コミュニケーション」が会計業界でも急速に進
むと捉えられており、これは他業界のトレンドとも相似形を
描いた傾向と言えるでしょう。
　その一方で「顧問先の変化は鈍い」と見る人が多く、テク
ノロジー普及の最大の障壁であると考えられています。顧問
先の ITリテラシーを高めるには、ぜひ会計 freee などを活

テクノロジー進化は会計事務所の経営に
どの程度影響すると考えますか？

望まれるサービスの拡大

在宅勤務など、柔軟な働き方ができるようになる 67.3%

繁忙期の業務をその他の時期に
平準化できるようになる 15.4%

自動化が進み、労働時間は短くなる 38.5%

ペーパーレス化が進み、オフィスの風景が変わる 42.3%

モバイル端末（スマートフォン、タブレット）の活用が進む 63.5%

経営者へのアドバイスの比重が高まる 59.6%

顧問先とのコミュニケーション・スタイルの多様化 57.5%

業務内容の変化に対応できず
職を失う /大幅なリストラが必要 21.2%

同業他社での取組状況が不透明 17.3%

どんなチャンスやリスクに繋がるのか不透明 25%

テクノロジーへの理解不足 42.3%

対応できる人材がいない 26.9%

事務所／法人の従業員への浸透 23.1%

顧問先企業の理解不足 46.2%

特に不安はない 19.2%

顧問先にとってより優先度の高い課題へのアドバイス 69.2%

より業界や事業に対する深い理解
（特化型事務所へのニーズ） 36.5%

年次・月次決算の正確性・リアルタイム性 71.2%

顧問先のバックオフィス全体の自動化・効率化支援 71.2%

より低価格の会計・税務サービス提供 23.1%

会計事務所に対する
顧問先のニーズがなくなる 13.5%

決算数値や財務データを見る頻度が
高くなり、財務リテラシーが上がる 48.1%

テクノロジーを活用して、
企業活動の生産性が上がる 42.3%

自社で経理・決算業務をするようになる 50%

事務所と顧問先のコミュニケーションが、
オンライン上でより気軽にできる 55.8%

用して顧問先とオンライン・コミュニケーションをとることか
らスタートしてみてください。

freeeがみなさんに貢献したいこと
　このように大きな影響が予想されるテクノロジー進化ですが、
多くの事務所はまだまだWebや書籍での情報収集に留まってい
るもよう。今後 freee では、より積極的にトレンドを発信し、
アドバイザーのみなさんのキャッチアップに貢献していくつも
りです。
　最後に特筆すべき項目は、freee への要望として「財務分析
の自動サービス」を挙げる人が過半数を超えたこと。本誌 p.10
～ 11 でも紹介しましたが、freeeは北國銀行と共同でリアルタ
イム経営シグナルをリリース、今後も便利なサービスの開発を
続けていく予定です。
　freeeは “すべての会計事務所がスモールビジネスの経営パー
トナーとしてより輝いて働ける世界” を作るインフラとなるべ
く、今後もサービスを進化させていきます。

会計事務所は
どう変わる！？

影響はあるが大したことはない 影響が読めない

ネガティブな影響が多く廃業の
可能性がある

会計事務所の代表

会計事務所の職員

税理士法人の社員

税理士法人の職員(資格保有者 )

税理士法人の職員 (その他 )

会計事務所系コンサルティング会社の役職員

その他

・・・・・・  63.5%

・・・・・・・・・・・・・・・  9.6%

・・・・・・・・・・・・・・・  3.9%

・・・・・・・・・  3.9%

・・・・・・・・・・・  1.9%

・・・・  5.7%

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  11.5%

回答してくださった方

92.4％が「経営の変化」を回答

テクノロジー進化で役職員の働き方は
どう変わると考えますか？

ワークスタイルが多様化する

テクノロジー進化を取り込むうえで
不安要素は何ですか？

理解不足がもっとも不安…

テクノロジー進化に追いつくために
何をしていますか？

情報収集は圧倒的にwebや本

テクノロジー進化に伴い
顧問先はどう変化していくと考えますか？

当社に対する期待は何ですか？

会計をより有効活用
するようになる

テクノロジー進化で会計事務所への期待は
どう変化すると考えますか？

高まる
「経理の現場の課題解決」

経営を根本的に
変える可能性がある経営を変える

可能性がある

働
き
方

ツ
ー
ル

業
務 

内 

容

同業者で頻繁に意見交換している 23.1%

担当者を決めている 19.2%

積極的に関連セミナーに出席している 34.6%

社外のコンサルタント等から
情報を定期的に仕入れている 23.1%

金融機関から
情報を仕入れている 7.7%

Webや書籍で情報収集している 57.7%

特に何もしていない 13.5%

Fintech/ AI などのテクノロジー・トレンドを
わかりやすくお伝えすること 61.5%

テクノロジーの事務所経営への影響を
より具体的にお伝えすること 50%

財務分析等を自動的に行うサービスを
提供すること 51.9%

80.8%会計、申告、人事労務サービスにおける
自動化の範囲・精度をより上げていくこと 80.8%

アンケートを実施して…
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申告freeeを使いこなそう！
今年３月にバージョンアップした「申告 freee」。
新たに法人税の機能が追加され、会計と税務がクラ
ウド上で一気通貫にできるようになりました。こ
こでは架空のケーススタディを取り上げて、便利
な使い方をご紹介します。

株式会社つばめソフト
会社名 ：株式会社つばめソフト　　　
設立 ：2015年 7月
株主構成 ：代表取締役つばめ太郎が100%株式を保有する同族会社

業種 ：IT 業
従業員数 ：30人

こんにちは、高木です。
僕と一緒に申告 freee の使い方を
マスターしましょう！

freee 活用講座 第1回新連載

まずここが肝！　後の作業のための仕込み手順

提出書類はすべて freee で対応！　Let’ s Try!!

厄介な決算調整作業はタグ付けで乗り切る！

STEP1 準備

STEP2 作成

・決算書
・勘定科目内訳明細書
・法人事業概況説明書

手入力が必要な箇所には
　　　　   と表示が。
見落としがなく安心！

準備 作成 確認 提出

申告freee の4つのステップ

貸借対照表 (BS) 損益計算書 (PL)

流動資産 流動負債

資産の部 負債の部

純資産の部

固定資産 固定負債

繰延資産

現金
普通預金
売掛金
未収入金

30万円
1,000万円
250万円
20万円

買掛金
未払金
未払費用
短期借入金

50万円
20万円
30万円
50万円

売上高

売上原価

売上総利益

販売費及び一般管理費

　交際費

　福利厚生費

　その他　

営業利益

営業外収益

営業外費用

経常利益

税引前当期純利益

法人税等

当期純利益

5,000万円

2,000万円

3,000 万円

2,685万円

300万円

50万円

315万円

50万円

30万円

335万円

335万円

35万円

300万円

有形固定資産
     建物
     一括償却資産

50万円
100万円

長期借入金 30万円

資本金
繰越利益剰余金

1,000万円
300万円

開業費 30万円

ナビゲーター　高木 悟
申告 freee の開発を担当

東京都品川区に本社を構える「つばめソフト」は、創業して２年の IT企業。
今は営業に力を入れて会社を成長させている最中です。
さて、この会社の申告書の作成方法は……？

消費税の申告作業を終わらせておく

・勘定科目内訳明細はタグベースで自動集計されます。［レポート］→［試算表］からタグで取引先の内訳が
　網羅できているかを確認しておきましょう。

・法人税の申告書は「勘定科目 × タグ」でご自身でカスタマイズした会計連携を設定することが可能です。
　申告書と連携させたい数字がある場合にも、タグで内訳管理をしておくと後の作業効率がアップします。

・他科目交際費がたくさん発生しているので、「他科目交際費」というタグを該当の取引にあらかじめ付け
　ておきます。

会計freeeの固定資産台帳と別表16は完全連動しています。
少額減価償却資産も含めて固定資産台帳に入力しておく
と、別表16はほぼ加工なしで完成できます。

消費税差額が出る可能性があるので、先に消費税の申告書を
作っておきましょう。会計 freee で消費税申告書を作成すれ
ば、申告 freeeから併せて電子申告できます。

勘定科目内訳明細書の作成 法人事業概況説明書の作成

あらかじめタグ別に内訳を登録しておいたので、勘定科目内訳
明細書に取引先別に自動で数字が入っているのが確認できます。

こちらも自動で数字が反映されていますね。連携数字をカスタ
マイズしたいときは、ご自身で柔軟に設定することも可能です。

取引に勘定科目とタグを入れておけば
内訳明細と連動します 

提出が必要な申告書　(全 19種 )

住所 ：東京都品川区西五反田
会計期間 ：2016年 4月 1日～2017年 3月 31日

つばめソフトの財務内容はこんな感じ！

つばめソフトの顧問会計事務所、税理士法人「つばめ
会計」では、担当者とレビュアーの 2 人体制で申告書
を作成します。税務上の論点をクリアした、整合性のと
れた申告書を作成できるかがレビュアーの懸念……。

他科目交際費が
多く発生してい
るため、別途集
計が必要。

固定資産がいく
つかあるため、
固定資産台帳と
申告書の整合性
をチェック。

税務上の論点

1

税務上の論点

2

会計と税務との
調整は納税充当
金関係のみ。

・別表１
・別表２
・別表４

・別表５(１)(２)
・別表６（１）、（１）付表
・別表15

・別表16（１）（６）（７）（８）
・適用額明細書
・6号様式

・6号様式4の3
・消費税申告書類

要修正

税務上の論点

3

固定資産台帳にモレなく計上

ケーススタディ



コメント機能を使って
レビューコミュニケー
ションを！
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入力した数字を元に税額が自動計算されました。
地方税申告書は「事業所の情報」で入力した住所
から税率を自動で取得し計算します。分割法人に
も対応しているため、2 カ所以上に事業所がある
場合はあらかじめ設定に入力しておきましょう。

「交際費」以外にも福利厚生費に他科目交際費があります。
勘定科目「福利厚生費」× タグ「他科目交際費」という会
計連携を設定しておいたため、自動的に数字が転記。

あらかじめ会計 freee の固定資産台帳に登録してお
いたため、別表 16 に自動的に転記されています。少
額減価償却資産の特例（30 万円未満）も、会計 freee
の固定資産台帳に登録しておくと別表 16（７）に転
記されます。

別表４、別表５(１)(２)

ここまで終了すると、
国税・地方税ともに金
額が納税額一覧表に転
記されます。金額に間
違いがないことを確認
し、「会計に転記する」
ボタンを選択。すると、
会計 freee 側に法人税
等の未決済取引が計上
され（6月以後のリリー
ス予定）、最終的な税引
後利益が出て、別表 4
に転記されます。

別表５(２) 別表５(１)

「項目マップ」では、複雑に連携している別表間の繋がりをツリー形式で表
示します。特に、別表４、５(１)(２)は非常に複雑な構造になっているので、
項目マップをたどりながら入力を。選択した項目の上下１つずつの階層ま
で表示します。上流の項目から入力していくようにしましょう。

電子申告で提出

freeeではつねに自動チェックをおこなっています。
下記チェックリストは申告書の項目と関連しています。

クラウド税務になるため、複数人での作業に適しています。レビュアーは登録し
ているメールアドレス（アドバイザーアカウント）でログインすると、同じ申告
書が見られます。

レビュアーは前述のチェックリストを
上から順に確認していいきましょう。
黄色はチェックが NG になっている項
目。必ず確認してください。

チェックが完了したら、電子申告を。決算書、勘
定科目内訳明細、申告書類の申告が可能です。法
人税だけでなく、freee で作成した消費税も申告
できます。まとめて申告すると効率的！　電子申
告をおこなう帳票は、右の画面で確認できます。

クラウド上でWチェック！　色とチェックリストで分かりやすいSTEP3 確認

準備完了。あとは電子申告するだけ！STEP4 提出

STEP2 作成 の続き

？

！

→　チェックOKな項目

→　確認を推奨している項目

→　修正が必ず必要な項目

色別でひと目で把握 コメント機能で効率アップ

作成モレは
ありませんか？ 

高木からのメッセージ

今後も引き続き、法人税の対応帳票の拡充、連携数字の充実、改正に合わせた帳票の
アップデート等が開発予定です！　すでにリリース済みの確定申告・年末調整もレベ
ルアップをおこない、価値あるクラウド申告ソフトを提供できるよう頑張ります！

「項目マップ」は申告 freee の
目玉機能の１つ。別表間の関連を
ツリー形式で表現しています！

別表15

別表１、地方税申告書 最後に会計 freee との連動

別表16 現在入力している項目は 
　　　、入力項目と関連す
る項目は　　　になります
青色　

水色　

その他の申告書類の作成

翌年度も同様の処理をすれば、
他科目交際費は別途集計しなくて OK
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freee の料金プラン　～シンプルで低価格、無料お試しも可能～

freee の機能一覧　～ニーズに応じたプラン選択で最適ERPを実現～

1,980円／月（税抜） 3,980円／月（税抜）

法人
プラン

19,800円／年（税抜） 39,800円／年（税抜）

1,980円／月（税抜）
19,800円／年（税抜）

980円／月（税抜）
9,800円／年（税抜）

39,800円／年（税抜）

個人事業主
プラン

ライト ビジネス

スターター スタンダード プレミアム

ASK
弊社にお問い合わせください

エンタープライズ

3名利用まで0円
4名以降の追加利用

月額300円（税抜）／人
年額3,000円（税抜）／人

利用者追加

おすすめ

おすすめ ＋

　　　　　　　　　　　　　会計 freee

業務支援と記帳機能
取引、仕訳のインポート(csvまたはexcel）
基本的な記帳機能(取引登録、振替伝票)
自動で経理(銀行・クレカ・その他決済サービス連携)
スキャンで経理(記帳効率化機能)
見積書・納品書・請求書、発注書の作成
ファイルボックス(証票類電子保存機能）
在庫棚卸、減価償却計算(固定資産台帳管理)、家事按分
総合振込依頼ファイルの作成 A
定期請求・合算請求機能 B
経費精算機能(申請・承認) C
電子帳簿保存法対応(タイムスタンプ無料) C
部門別会計、プロジェクト会計（開発予定） C

管理・統制機能
タイムライン(預金残高確認機能)
月締め、年度締め
コメント機能（仕訳、取込証票や取得明細ごとに個別付与）
権限設定、権限管理 C
仕訳承認・仮締め C
仕訳承認履歴保持 E
全操作履歴保持 E
その他上場基準に対応した統制機能 E

※：法人税申告書の作成及び各種申告書の代理送信には【申告 freee】が必要となります。（ただし、個人所得税と消費税の e-Tax 用ファイル   
　  作成は会計 freee のみで行えます。）なお、個人所得税申告に関しては納税者本人による電子申告は会計 freee のみで行えます。

　　　　　給与計算 freee

毎月の給与事務
勤怠管理（勤務カレンダー）、給与計算
他の勤怠管理サービスとの連携
給与明細、所得税徴収高計算書の内容の作成
総合振込依頼ファイル（全銀フォーマット）の作成

年末調整
扶養控除等（異動）申告書の作成
保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書の作成
住宅借入金等特別控除申告書の内容入力
源泉徴収票の作成 給与支払報告書の作成
法定調書合計表（給与所得の源泉徴収票合計表）の計算
法定調書の電子申告 ※

その他関連書類の作成
法定三帳簿(賃金台帳、出勤簿、労働者名簿)の作成、保管
月額変更届、算定基礎届の作成
労働保険の年度更新の申告書作成、算定基礎賃金集計表

入退社手続き
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届の作成
健康保険被扶養者(異動)届の作成
国民年金第3号被保険者にかかる届書の作成
雇用保険被保険者資格取得届の作成
退職者の源泉徴収票の作成

サポート
メールサポート
チャットサポート

 

決算・分析資料の作成(CSV、またはPDFで出力可)
貸借対照表、損益計算書、株主資本変動計算書
販売費及び一般管理費明細書、個別注記表
製造原価報告書
青色申告決算書
仕訳帳、総勘定元帳、試算表
月次推移（貸借対照表、損益計算書） A
収益・費用・損益レポート A
売掛・買掛レポート(入出金管理一覧) A
現預金レポート、資金繰りレポート A
予実管理（開発予定） C
資金繰シミュレーション（開発予定） C

申告・届出
法人税又は所得税の申告書の作成 ※
勘定科目内訳明細書の作成
法人事業概況説明書、会社事業概況書の作成
消費税申告書の作成 A
償却資産税申告書の作成(2018年度申告～） A
電子申告 ※
達人シリーズ連携(消費税/法人税/勘定科目内訳明細書) A

サポート
メールサポート
チャットサポート
電話サポート C
導入コンサル（まるごと導入サポート） D
有償個別相談・対応 E

会計 freee

0円

基本料金

1,834円／月（税抜）
18,334円／年（税抜）

基本料金

＋ 3名利用まで0円
4名以降の追加計算

月額278円（税抜）／人

従業員追加

給与計算 freee マイナンバー管理 freee

「会計 freee (法人プラン)」
もしくは「給与計算freee」の

利用が条件

20万円／年（税抜）

基本料金

申告 freee

※ 年額払いのみ

法人  ライト  基本機能 ＋ A ,D
 　　　　　 ビジネス       基本機能 ＋ A ,B ,C ,D
   エンタープライズ 基本機能 ＋ A ,B ,C ,D ,E  

個人事業主  スターター  基本機能のみ
 スタンダード  基本機能 ＋ A ,B
 プレミアム 基本機能 ＋ A ,B ,C ,D

プラン別利用可能機能は以下の通り

【料金プラン及び機能一覧は、2017 年 6 月 1 日現在のものとなります。最新情報に関しては弊社にお問い合わせください】

freee ヘルプページを
リニューアルしました！ 

認定アドバイザー向け機能の詳細は
こちらからご確認ください。

URL：goo.gl/ZDmPn6

※スタータープランでは、利用者様
　１名のほか認定アドバイザーのみ
　追加可能です。

※ 年額払いのみ


