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未来を切り拓く会計事務所へ贈るビジネス情報誌

AIと働く
認定アドバイザー5名に聞いた「未来の働き方」処方箋
会計事務所のリアルなワークスタイル事情：認定アドバイザー50人の「働き方」
「通帳データ化サービス」を使ってみよう！

「Change is Chance!」の時代へ



freeeとともに、価値を高め
顧問先を導くパートナーへ

導入・運用実績を重視した
ランク制度へ。
特典もさらに充実

10月

リニューアル予定

導入のためのサポート体制を拡充

制度変更に関する詳細情報は8月1日以降、下記のリンク先よりご確認いただけます。

◎のほうが手厚いサポート内容となります。

※ディスカウントには諸条件がございますので、詳細は営業担当までお問い合わせください。

http://www.freee.co.jp/advisors/program-detail.html

各種特典（一部抜粋） 認 定 1つ星 2つ星 3つ星 4つ星 5つ星

会計freee
アドバドバド イザー
アカウント

人事労務freee
アドバドバド イザー
アカウント

認定アドバドバド イザー
検索ページ掲載

ロゴのご提供

freee利用中の
顧客紹介

製品
ディスカウント※

◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◎ ◎ ◎

◯ ◎

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

日本のスモールビジネスの生産性向上と事業発展に貢献するというビジョン実現のために、freeeでは事業者の
経営を支援する立場にある方々を“ともにビジョンを達成するためのパートナー”と考えております。皆さまと
パートナーシップを促進するために、登録無料の認定アドバイザープログラムを提供しております。

このたび、弊社のビジョンに共感し認定アドバイザーになっていただいている皆さまに、freeeの製品・サービスを活

用して顧問先の経営の高度化・高付加価値化をより一層推し進めていただくべく、プログラム内容をリニューアル
します。拡充した認定アドバイザー向けサービスで、皆さまの事業発展・成功にも貢献してまいります。

認定アドバイザープログラムは、①アドバイザーの皆さまにfreeeを使いこなしていただくための支援、②freee

を使ったビジネスで成功していただくための支援の2つで構成、両支援を強化します。

プ ロ グ ラ ム の 主 な 内 容

★認定アドバイザーの皆さまには「日本のスモールビジネス経
営者の意思決定を支え、導く経営ナビゲーターになってもら
いたい」というのがfreeeの想い。それを実現するべく製品・
サービスを設計しているため、freeeを使いこなし、たくさん
活用していただいているアドバイザーの方ほど多くのメリッ
トをご提供できる仕組みになります。例えば、よりERP機能
が多いプランを導入して業務改善に寄与していただいている
場合や、顧問先でのfreee運用開始件数が多いアドバイザー様
に、より多くの特典をご提供いたします。

★星が多くなるほど特典が充実し、なかでも4つ星と5つ星のア
ドバイザーの方には、一部製品を特別価格※でご提供いたし
ます。

★また、2つ星以上のアドバイザーの方には、顧問税理士がつ
いていないfreeeユーザー様のご紹介や、ユーザー様向けのイ
ベントにおける登壇機会などをご提供しており、星の数に応
じてビジネス拡大のチャンスが増加いたします。

★認定アドバイザー専門のサポート部隊を拡充、より迅速に操作や仕様に関する疑問をメール・チャットでサポートいたします。

★会計業務経験者の目線でfreeeの使い方を記載したガイドの提供や活用事例のご紹介、最新のテクノロジー情報を提供する弊誌な
どのお役立ち資料を継続的にご提供します。

★認定アドバイザー向けのセミナー・イベントの開催や、認定アドバイザー同士の交流の機会を増やす等、freeeと認定アドバイ
ザーの皆さまの繋がりを強化します。
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暑さ厳しき折りですが、皆様いかがお過ごしでしょうか？
freee はこの７月で創業丸５年を迎えました。これまでクラ

ウド会計 freee に始まり、人事労務、会社設立／開業、申告
へとご提供領域を広げてきました。また、クラウド会計 freee
は 80 万の個人事業主・中小企業のお客様のみならず、上場
企業や上場準備企業での導入実績も増えています。認定アド
バイザーを始めとする皆様のご支援に改めて御礼申し上げま
す。

５周年を迎えるにあたり、freee は改めて「会計事務所の皆
様とスモールビジネスを結びつけるインフラ」となり、皆様
が「リアルタイム経営パートナー」として地域経済の発展や
働き方改革をこれまで以上に先導できる世界の実現に邁進し
て参ります。

その一里塚として、クラウド会計 freee の新機能「連続取

引登録」を６月にリリースいたしました。詳細は本号の解説
（p.28）をご覧ください。より正確に／スピーディに、そして
最終的には自動的に取引登録が可能となります。ぜひ、日々
の業務に取り入れてみてください。

本号では、「AI と働く」と題して、AI 時代の職業会計人の
あるべき姿を紐解いていきます。freee では、クラウド会計ソ
フト freee の自動仕訳の精度を高めるために AI を導入してお
ります。我々が AI に対してどのような見立てを持っている
のか、先進事務所は AI 時代の働き方をどう考えておられる
のか？　お楽しみいただければ幸いです。

最後になりましたが、freee はより会計業界にコミットす
る体制に進化しております。私、武地が CPO（Chief Partner 
Offi  cer）に就任し、併せて会計事務所の皆様の業務変革に伴
走するチームも拡充いたしております。今後も進化する freee
にご期待ください。

　　　執行役員 CPO
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デザイン

ドットスタジオ

ライティング
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藤村美穂



Change is Chance !

AIと働く
AIの進化によって「10年後になくなる職業」と囁かれている会計士や税理士。本当に仕事を奪
われてしまうのか？　AIは敵なのだろうか……？　今号ではそんな疑問に答えるべく、「AI時
代の働き方」を特集。「敵に味方あり、味方に敵あり」と孫子も言ったように、正しく理解す
れば敵だと思っていたAIも心強い味方になる。さあ、「Change is Chance!」の扉を開けよう！

人工的に知能をつくる取り組みと、それにより人の知能について理解しようという取り組み。また、その成果物。

AI（人工知能）とは…？

4｜ 経営パートナー ｜ Vol.6  経営パートナー ｜ Vol.6｜ 5※1 「日本の労働人口の49％が人工知能やロボット等で代替可能に」野村総合研究所2015年12月02日発表資料より

なぜ今、空前のAIブームが 
起こっているのか？

人工知能（AI）は、60年も昔からい
つも人類の見果てぬ夢だった。技術が発
展して驚くような成果が出るたびに、
人々はAIがもたらす未来に大きな期待
を寄せては、思うように進まぬその進化
に落胆せざるを得なかった。

しかし、いま３度目のスポットライト
を 浴 び たAIは 空 前 の ブ ー ム を 迎 え、
ニュースで「人工知能」の文字を見ない
日はない。今回のブームは一過性ではな
く、10～20年後にはAIが49%の職業を
代替するとさえ言われている（※1）。

このブームの背景には、過去のAI
ブーム同様に、現実的なロードマップを
超えた過度の期待という側面もあるだろ
う。しかし、この数年で産業へのAI活

用は大きく進み、実際に至るところで人
間の働き方を変え始めている。

技術の進歩は年々加速し、もはや５年
後を予測するのも困難な状況だ。そのな
かでこの先、生産性を上げ、創造的な仕
事に集中するためには、「現在、そして
今後のAIに何ができて、何ができない
のか」を正しく理解し、AIを使いこな
すべく、自らのこれからの働き方を見つ
めることが必要ではないだろうか。

そこで本稿では、AI進化の歴史に
沿って、最新のAIの得意と不得意、そ
して人間の働き方をどう変えるのかを解
説していきたい。

AIは万能ではない

そもそも“知能”とは何だろう。じつ
は人間の知能は定義自体も曖昧で、その

全体像は未だにほとんど解明されていな
い。それでも、脳の構造をコンピュータ
で模倣し、人間の知能の一部（究極的に
は全部）を再現するというのが、狭義の
人工“知能”（AI）研究だ。そしてAI
はこれまでに３度のブームを経て、「推
論・探索」「知識」「認識・学習」という
３つの“知能”をなんとか獲得した。

それを大まかに説明すれば、AIは
「推論・探索」によって膨大な場合分け
の解を導くことが可能になり、「知識」
によって膨大な因果関係に基づく解を導
けるようになった。そして「認識・学
習」によって、データのどこに着目すべ
きかをAI自身が判断できるようになっ
た。その結果、大量のデータさえあれば
高精度な予測・分類が可能になり、人の
能力を補完・拡張できるようになってき
ているのだ。



ディープラーニング

未来予測

未来予測

未来予測

Googleの猫
ディープラーニングの手法を用い、
人間に教えられなくても猫の特徴
をつかめるようになったAI。米
Googleによって開発された。

10～20年後までに AIが人間の仕事のおよそ半分を奪うと
言われている。果たしてそんな未来は来るのか。ここでは
AI進化の歴史に沿って、「AIには何ができて、何ができな
いのか？」「人間の働き方はどう変わるのか？」を解説する。

AIロードマップ
～AIはいかに知能を獲得してきたか～

Deep Blue
IBMが開発したチェス専用のスーパー
コンピュータ。１秒間に２億手を先読
みし、対戦相手となる人間の思考を予
測、チェス世界チャンピオンを打ち負
かした。

Watson
IBMが開発した質問応答・意思決定支援システム。複雑な質問を
洞察・理解し、大量の情報のなかから適切な回答を選択できる。

Siri（シリ）
話しかけると質問に答えてくれるMac OS
向け秘書機能アプリケーション。会議を
設定したり、電話をかけたり、ジョーク
を言ったりする。

第2次
AIブーム
（1980年代）

ストレージによる「知識」の獲得

第1次
AIブーム

（1956～1960年代）
マシンパワーによる
「試行」の獲得

1970

1980

2000

データ駆動型社会の到来
世の中のあらゆるものがデータに基づい
て動く社会。膨大な情報を瞬時に集め、
高速処理して利用することは、現時点で
もすでに当たり前になりつつある。

AI・データの
一般利用が進む
個別のビジネス領域の枠を超え
てAIとデータの一般利用が進展
し、サービス業などで新たな産
業が拡大。経済・社会現象の予
測も可能になるかも……？

1960

2010
1990

第3次
AIブーム
第3次
AIブーム
（2013年～）
データによる

「認知」「学習」の獲得

（2013年～）
データによる

「認知」「学習」の獲得

さまざまなビジネス領域が融合
各ビジネス領域が複合的につながり合って融
合し、循環しながら共存していくエコシステ
ムが構築される。このころ人間の認知・知能
が解明される……？

機械翻訳
ある言語から別の言語への変換を自
動的におこなう機能。コンピュータ
の速度と容量の拡大により、精度が
飛躍的に向上している。

2020

2030
対話システム

機械学習

エキスパートシステム

プランニング
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とはいえ、裏を返せば、現在のAIに
は「これしかできない」ということでも
ある。知識を生み出すための「知恵」や、
ある問題解決策を別分野に柔軟に応用す
る「アナロジー」のような高度な知能は、
まだ実現化の見通しが立っていない。

また、現在のAIには、AIひとつ当た
り１つの仕事しかうまくできないという
制約がある。複数の処理が必要な複雑な
仕事をこなせる汎用的なAIの実現には、
この先10年かかると見られている。

このように、現在のAIは明確に得
意・不得意があるので、人間の多くの仕
事がこのままAIに置き換えられてしま
うと考えるのは安直だ。

一方で、これらの知能を得たAIが産
業にもたらす恩恵には、大きなインパク
トがある。そこで、この先は、現在の
AIブームがもたらされた背景と、それ

によって何が可能になったのか、またど
んな仕事をAIに任せられるようになっ
たのかを見ていこう。

人間の働き方を変える 
実用的なAIの登場

今回のAIブームの本質は、①コン
ピュータのコスト低下、②とくに画像・
音声・自然言語分野でのAI技術革新、
③大量データの蓄積という３つのトレン
ドが同時に起こり、圧倒的に実用的な
AIが実現可能になったことだ。

実用的なAIとは、人間ができること
をよりうまくやりコストを下げるか、人
間ができないことをやり新たな価値を生
み出すか、そのどちらかを満たすものだ
と考えられる。それが実用的なAIが人
間の働き方を変えるための起爆剤なのだ。

これまでも人間の仕事の多くは機械化
が進められてきたが、視覚や聴覚、会話
に頼った属人的な作業や暗黙的なノウハ
ウはまだまだ多く残されていた。実はそ
れらを司る画像・音声・自然言語などの
情報をコンピュータで扱うのが難しく、
非現実的な大量処理が必要だったからだ。

そんななか、クラウドとAIの技術革
新により、圧倒的にコスト効率よく画
像・音声・自然言語をコンピュータが扱
えるようになったことで、今までは不可
能だった属人的な作業や暗黙的なノウハ
ウを容易に自動処理できる素地が整った。

加えてクラウドサービスの台頭は、
AIが大量のデータから法則性を学ぶこ
とを可能にした。AIは「この入力は正
しい」「この入力は正しくはこうだ」と
いう大量のフィードバックを得ることで、
人間の認識能力をも超えた、より確かな

認識や推測ができるようになってきてい
る。

これらの背景から、視覚や聴覚の情報
に基づく認識・推測・分類・異常検知な
どの仕事は、すでにAIが人間を超越し
つつある分野になっている。今後、この
ような仕事は、「AIにうまく任せられな
いか」というオプションをつねに持って
おくことが重要だと思われる。

すでに結果を出している 
AIイノベーション

実用的なAIはすでに市場に多く出始
めていて、例えば自動翻訳、書き起こし、
手書き文字認識、病理診断の精度向上な
ど、毎日のように新しい事例が生まれて
いる。これまでは精度が足りず、実用化
が進まなかったものも多かったが、技術

革新で精度が向上し、今のAIは人間の
働き方を大きく変えつつあるのだ。

例えば、マイクロソフトが「働き方
AI」として発表した「MyAnalytics」は、
AIシステムを活用して「メール」と

「会議」について自分の作業時間を見直
し、「働き方に無駄がないか」を探る機
能だ。世界中のワークスタイルをクラウ
ドに蓄積し、機械学習によって理想の働
き方をアドバイスしてくれる。同社はす
でにこの機能を利用し、社内での働き方
改革に役立てており、「MyAnalytics」
を使うことでメールと会議を１週間につ
き２時間短縮できるそうで、こうした
ユーザーが1000人いれば従業員50人の
増員に匹敵する時間が生み出せるという。
この試みがうまく行けば、働き方の改善
策をAIに教えてもらえるようになるの
も、そう遠い未来ではないかもしれない。

現状、AIの学習にはビッグデータが
重要だが、今後10年間で技術の発展が進
み、より少ないデータ量でも効果的な
AIが作れるようになっていくだろう。
それに伴い、あらゆる産業・規模のビジ
ネスでデータとAIによるイノベーショ
ンが起こっていくことが予想されている。

中小企業にこそAIの恩恵がある

中小企業の経営は、今後AIがそのあ
り方を大きく変えていく領域の１つだ。
日本における中小企業の生産性の低さは、
今や先進国に及ばぬどころか世界平均を
も下回り（※2）、その向上が大きな課題と
なっている。20年間、伸び悩んでいる
GDPを向上させ、国力を上げていくた
めには、AI活用による中小企業の生産
性向上が急務なのだ。

※2　「中小企業白書」（2017年版／中小企業庁）より



中小企業のお金のデータとネットワー
ク

業務効率改善
これまでは業務毎に紙やパッケージ
で個別最適化され、冗長な転記・突
合作業が発生していた。これからは
一元化されたデータとAIで作業が自
動化され、全体最適化が進む。

データによる意志決定支援
勘や経験に頼った不確実な資金繰り
や経営判断から脱却し、クラウドに
集約されたデータがAIによって適切
に可視化されることで、データによ
る意思決定が当たり前になる。

AIは目的が明確な仕事をとことん突き詰めて
やるのが得意だ。単純作業がAIで代替される
のはもちろん、認識・学習という知能を獲得
したAIは、ホワイトカラーが担ってきた高度
な頭脳労働の一部においても人間を超越し始
めている。一方、AIが発展しても人間にしか
できないのが、ビジョンを示し、人と対話し
て情熱や共感を生みながら創造性を発揮する
こと。現在のAIはマルチタスクが苦手で、汎
用AIの実現はまだ遠い。人間はAIを正しく理
解してうまく使いこなすことで、人間にしか
できない創造的な活動にフォーカスできるよ
うになっていく。

AI vs. 人間 「データの蓄積」×「第３世代AI」＝
　AIが人の最高のビジネスパートナーに！

現在のAIの特徴は、ある課題を解くために「データ
のどこに着目すべきか？」を自分で決められるよう
になってきた点だ。その結果、大量のデータさえあ
れば高精度な予測や分類によって人間の能力を補
完・拡張できるようになってきている。利便性の高
いクラウドサービスの台頭で多くのデータがクラウ
ド上に蓄積・集約されるようになった今、大量の
データを持つものこそが、人間の働き方を変え得る
AIを作り出す可能性を持っている。AIの学習アルゴ
リズムや学習環境がオープンになってきているなか
で、ある領域で突出したデータを持つこと自体がコ
アな競争力になる時代が来ている。

データを制するものが
AI時代を制する！

人にできること 人にできないこと 

AI
に
で
き
る
こ
と

AI
に
で
き
な
い
こ
と

●目的が明確な課題解決
●分析業務やルーチン作業

人の作業が低コスト・高効率な
AIに置き換えられていく AIによって人がエンパワーされていく

●人の試行・知識・認知・学習の限界
を超えた作業トレンドは圧倒的に
高精度な予測・分類

（例）事務作業 （例）病理診断、防犯

人にしかできない活動の
価値が高まっていく
（例）新規事業立ち上げ

●ビジョンや目的の設定
●人と対話して共感を得る
●前例がない状況での意思決定

（解説）横路 隆
freee株式会社CTO、スモールビジネスAIラボ所長。慶應義塾大学院理工学研究科修了。コンピュータサ
イエンス専攻。学生時代よりeラーニングや動産担保融資支援など、ビジネス向けのシステム開発に携
わり、大学院修了後はソニーにてデジカメの製品開発に従事。2012年、freee株式会社を共同創業。

ビジネス
マッチング

作業効率化

データによる
意思決定支援

会計事務所

銀行

与信設定
資金調達 AI

資金繰り予測

経営者

データによる
意思決定支援

作業効率化

データによる
意思決定支援

作業効率化

対話による
意思決定支援

経営計画
モニタリング
支援
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中小企業の生産性向上のために、まず
AIがもたらすのは、圧倒的な業務効率
の改善だ。

本来ビジネスとはヒト・モノ・カネ、
そしてそれらを持つ組織間の相互作用が
大きく影響している。つまり、あちらで
カネが動けばこちらでもカネが動き、相
互に連動しているのだ。一般に大企業で
はこの原則を最大限活用し、データベー
スや入力の一元化による全体最適化を大
規模なERPシステムで実現している。

一方、中小企業ではそのように高価な
システムを導入できないため、紙とパッ
ケージソフトによって業務ごとに個別最
適化をするケースが多い。その結果、業
務間で情報が分散され、突き合わせ・分
類・転記作業などの冗長・非効率な作業
が至るところで発生してしまう。

そこで、まずはクラウド上にデータを

載せるところから始める。これはfreee
のような中小企業向けの安価なクラウド
ERPサービスを利用し始めることで可
能だ。ExcelやAPIを通じた他システム
との連携も可能で、容易に全業務プロセ
スをクラウドに載せることができる。

また紙のデータ化という問題も、画像
分野でのAIによる技術革新が進むため、
今後さらにコストが下がっていくだろう。

そして一度クラウド上に載せたデータ
は、それらの関係がつながりとして認識
されるので、再入力や転記といった冗長
な作業が不要になり、AIが過去の傾向
から記帳や消込などの作業を自動化・最
適化してくれる。

個人情報や機密情報を含まないデータ
は他社の傾向として利用できるため、自
社データの蓄積がなくても、使い始めた
ときからすぐに恩恵を受けることもでき

る。つまり、freeeに搭載されている自
動仕訳や自動消込の機能は、多くの人が
使えば使うほど、AIによって賢くなっ
ていくというわけだ。

もちろん、AIは100％の精度で推測・
分類作業をすることはできないので、要
求品質によっては最後に人間のチェック
が必要な工程もある。とはいえ、必要な
情報はAIが自動で集め、人間はチェッ
ク作業に集中できる環境を作ることで、
生産性を数十倍にも高められるだろう。

すべてをAIで自動化するのではなく、
人間の知能を拡張してくれる「パワード
スーツ」のようなイメージでAIを活用
していく姿勢が重要だ。

経営意思決定精度が格段に向上

そうして業務改善が進むと、次はデー

タを活用した経営の意思決定が可能にな
る。これまで中小企業では、情報の分断
によって正確な経営状況の認識が難しく、
勘や経験に頼った不確実な資金繰りや経
営判断をおこなうことも多かった。

例えば、資金繰りの判断ミスによる黒
字倒産は、今でも中小企業の倒産理由の
約半数を占める（※3）。この問題は、AIに
よる資金繰り予測と自動与信設定による
資金調達ができれば防ぐことが可能だ。

また、データに基づいて適切な取引先
を選んだり、適切な補助金を推薦するこ
ともできる。売掛金や買掛金の相殺に
よって運転資金を最適化したり、攻守の
投資のために適切な融資商品を選び出す
ことも可能だ。AIを使いこなすことで、
大きなリスクを避けながら適切なチャレ
ンジをしやすくなるのだ。

これらのAI活用は、クラウド上に

データが集約されるように業務プロセス
を組み上げている前提があるからこそ成
り立つ付加価値だ。業務をクラウドに集
約して効率化していない状態でAIを活
用しようとしても、大きな付加価値は得
られないだろう。

会計事務所を支えるfreeeのAI

こうしてみると、AI時代に人間は何
をなすべきなのだろう。そう、AIを正
しく使いこなして生産性を上げ、人間に
しかできない創造的な仕事をすべきでは
ないか。人間にしかできない仕事として
は「ビジョンや目的を設定する」「人と
対話して共感を得る」「前例がない状況
で意思決定をする」といった創造的な仕
事が残ると考えられる。

中小企業の文脈で言うと、これぞまさ

に経営の意思決定だ。AIはデータに基
づく未来のオプションを示せたとしても、

「なぜ事業をおこなうのか」という根本
的なビジョンに寄り添った意思決定を支
えることはできない。

AIによって生産性が向上し、「経営に
与えるインパクト」として求められる水
準も上がっていくなかで、顧問先のビジ
ネスをクラウドに載せることで業務効率
化を支援し、蓄積データからAIが上げ
るレポートを駆使して経営者との対話か
ら次の一手を後押ししていくのが、これ
からの時代の「経営パートナー」だろう。

そして中小企業の経営者の方々と長年
に渡って深い信頼を築き上げてきた会計
事務所の方々こそ、次世代の経営参謀と
して経営者を導き、新たな付加価値を生
み出していけると確信している。それを
AIで支えるのが我々のミッションだ。

※₃　「2011年の倒産企業で約半数が黒字企業」東京商工リサーチ2012年発表資料より
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起業家マインドで 
戦略的な事務所運営を

例えば起業家なら、ビジネスを立ち上
げる市場を明確にし、そのうえで商品を
どう売っていくかというブランディング
やマーケティングに取り組むだろう。し
かし、すでにそのジャンルの専門家であ
る会計士や税理士は、普段あまりそうい
うことを意識することは少ないと思う。

そのなかで、会計士・税理士というだ

けでなく、さらなるニッチ市場に特化し
た戦略を掲げている会計事務所がある。
それが小柴健右会計事務所だ。

小柴さんが特化しているのは、「越境
EC」という市場。平たく言えば、ネッ
トを使って海外で通販をしている人たち
に向けて業務をおこなっているのだ。
「私がまず考えたのは、“確実に拡大し

ていく市場に自分のポジションを置こ

う”ということです。eコマースが拡大

の一途を辿っているのはすでに明らかで、

さらに今後は“副業”が増えてくると考

えられます。越境ECは、副業の限られ

た時間でもちゃんと成果の出せるビジネ

スです。そうやって広がっていく市場に

早い段階から参入することで、ライバル

を少なくし、お客様のほうから来ていた

だくことができるんです」

eコマースでの輸出入ビジネスは新し
い市場で、税法上もようやく整備されつ
つあるという状況だ。そうした特殊な知
識を提供できれば、それが必要なお客さ

んには喜ばれ、自らも“専門家のなかの
専門家”というポジションを打ち出せる。
まさに、需要の高いニッチに狙いを定め
る起業家と同じ発想というわけだ。

場所の制約がないという 
新しい事務所の形

事務所開設当初からこうした戦略を打
ち立ててきた小柴さんには、もう１つ利
点がある。それは「場所に縛られない」
ということだ。事務所は奈良にあるが、
東京、静岡、新潟、鹿児島……と日本全
国から顧客を獲得できるのだ。
「特化することにはリスクもありますが、

今は情報過多の時代ですから、主張しな

ければ伝わりません。『越境EC特化事

務所』と言い切ることで、必要としてい

る方の目に留まりやすくなるんです」

場所によって顧客を得るのではなく、
サービスによって顧客を得る。こうして
日本全国に顧客を抱えられるのは、「ク

ラウドでやり取りができるようになった

からだ」と小柴さんは言う。
「パソコンにインストールするタイプの

会計ソフトだと、遠隔地のお客様とのや

り取りが大変です。その点、クラウドな

ら同じ画面を見ながら情報共有がスムー

ズにできます。それ以上に、バックオ

フィス業務を一元管理できるfreeeは、

会計ソフトというよりも、むしろクラウ

ドERPパッケージと捉えられるでしょ

う。単なる会計ソフトのクラウド化とは

一線を画したコンセプトです。現時点で

は機能が横並びだったとしても、今後の

開発では明らかに差がついていくと思っ

ています」

業界内で名が売れ始めたことにより、
問い合わせが増えている小柴さんは、従
来の数字を突合して取引登録する方法で
は手が回らないため、現在は記帳代行
サービスとfreeeの「入出金予定とマッ
チ」機能と組み合わせることで、貸方項
目の登録を自動化している。さらに、自
動化してもミスが生じる余地はあるので、
ミスの原因をパターン化し、効率よく検
証できる業務フローを作成。記帳の正確
性を確保したまま生産性を向上させてい
るという。

メイド・イン・ジャパンの 
誇りを取り戻したい！

小柴さんの顧客には、副業のまま越境
ECをやっていきたいという人もいれば、
会社をどんどん拡大させていきたいとい
う人もいる。最初はお金を稼ぎたいとい
うだけでも、やっているうちに愛着が育
ち、「感動を売りたい」と言う人もいる。

小柴さん自身、彼らがどんなステージ
に立ってもきちんとサポートできるよう
に、貿易事務や国際税務などにも習熟し、

知識の幅を広げている最中だ。すでに輸
送方法や決済方法、海外での口座開設な
どインフラ面においては、業界内の主要
企業と交流し、情報交換や業務提携をス
タートさせている。
「日本には優れた商品、優れた企業がた

くさんあります。しかし今、メイド・イ

ン・ジャパンのブランド力は海外で非常

に落ち目になっているんです。このまま

では日本企業は国内で食い合うことに

なってしまう。そこをサポートしないと、

足踏みをしているうちに日本のブランド

力はあっという間にタイムリミットを迎

えてしまうでしょう」

今後、日本企業が生き残るためには、
現地に工場を作るといった従来の海外進
出の方法ではなく、現地にローカライズ
された商品PRを考えて販売していく必
要があるが、それができる企業は非常に
少ない。小柴さんはそこをサポートした
いと考えている。
「今後の市場を生き残るためにはブラン

ドを作らないといけません。マーケティ

ングが大事なんです。それはもちろん、

われわれ会計士や税理士にも言えること

です。とくにAIというシステムがもっ

と進化したら、今までどおりのことを

やっていては勝てないでしょう」

これまで資格自体がブランドだった士
業。AI時代には、さらにその先のブラ
ンディングが必要なのかもしれない。

Kensuke Koshiba
小柴健右氏

小柴健右会計事務所
公認会計士・税理士

拡大する市場に狙いを定め
自身のブランドを確立
「将来性」という観点から自分の立つべき市場を選び抜き、
明確なポジショニング戦略とマーケティング戦略を実行している
小柴さん。その起業家マインドに迫ろう。

小柴健右会計事務所
奈良県奈良市中登美ヶ丘5丁目5-17

TEL：0742-42-9073
URL：http://zeirishi-nara.com

『越境 EC × IT ×会計税務』がコンセプ
ト。世界を相手にインターネットを利用
した貿易業務をおこなう越境 EC ビジネ
スに特化した会計税務サービスを展開し
ている。とくに、輸出入取引に関する日
本の税務と海外の税法を総合的に勘案し
た税務アドバイス、IT ツールを利用し
た円滑なコミュニケーションにより、顧
客の利益最大化を目指している。
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同じ業務量で 
事務所の売上が1.5倍に！

東京は戸越銀座商店街近くで生まれ
育った酒井さん。子どものころは商店街
が格好の遊び場で、店のおじちゃん、お
ばちゃんたちとは顔なじみ。豆腐屋さん
やお肉屋さんでおしゃべりしながら買い
物したかと思えば、塀をよじ登って怒ら
れたりと、活発な幼少期を過ごしてきた。
「私は商店街に育てられたようなものな

ので、そういう方たちに恩返ししていき

たいんです」というのが、酒井さんが税
理士になった理由の１つだ。では、もう
１つの理由はというと……。
「私の家は工場を経営しており、父が２

代目社長でした。その父が信頼する人の

裏書手形にサインをしてしまい、それが

原因で廃業してしまったんです。中小企

業の２代目ともなると、お金の知識がな

い方も多いものですが、まさに私の父が

そう。そういう方たちを助けられるのが

税理士だと考え、志しました」

まずは会計事務所に勤め、将来中小企
業の役に立つために、中小企業だけでな
く大企業の監査も進んでおこなった。そ
して2014年、第２子の出産を機に念願の
税理士事務所を開設。今は３人の子ども
を育てながら、freeeを活用して家庭と
の両立に努めている。
「じつは最初、freeeはエンドユーザー

向けのソフトで、会計事務所向けのもの

ではないと思っていたんです。ところが、

freeeを導入していくうちに、“これはお

客様の役に立つぞ”と思うようになりま

した。実際、私の顧問先が一番望んでい

る業務改善に非常に役立っているうえ、

私自身の業務も大幅に削減できていま

す」

例えば、顧問先の帳簿のチェック業務
は１割ほどで済むようになり、自身の事
務所の経理も５～７割ほど削減。これま
では売上が上がれば業務量も増えていた
ところ、同じ仕事量で売上が1.5倍ほど
伸ばせているそうだ。こうして空いた時
間は、「顧問先訪問に命をかけている」
と語る酒井さんにとって、紙の数字だけ
では気づかなかったナマの現場の情報を
得るための貴重な時間になっている。
「数字を見ているだけでは、机上の空論

になりかねません。その企業の業務でど

こに滞りがあるかを知るためには、足を

運んで現場を見るのが一番の近道。私は

業務改善のエキスパートでありたいと

思っていますが、そうしてこそ各企業の

問題点を洗い出せ、建設的な改善案を出

すことができると考えています」

目標は女性起業家100人の支援! 
「経理の時短」がキーワード

では、酒井さんは実際にどのようにし
て事務所を運営しているのだろうか。今、
酒井さんが推し進めているのが、起業家

や個人事業主を主な対象にしたコンサル
ティングだ。内容は１人で経理ができる
流れを作るために、３か月の３ステップ
でfreeeを導入していくというもの。

まず、最初の１か月はfreeeを導入す
る前のお金の流れを整理する期間。銀行
口座が1つでいいのか2つ必要なのか、ク
レジットカードが何枚必要なのか等を洗
い出し、不要なものは解約、決済方法も
業務フローに合った形で決めていく。こ
のステップを経なければfreeeの導入は
しないという。

それができたら、次の１か月で請求書
の作り方など実際のfreeeの使い方をレ
クチャー。最後の１か月が、試算表や損
益レポートを使った業績の見方の指導だ。
「最近、女性起業家の前でセミナーする

機会をいただくことが多いんですが、そ

こで気づいたのが、家計とビジネスのお

金がごちゃごちゃなこと。自分も主婦な

ので、“お財布を２つ持ちたくない”と

いう気持ちはよく分かります。であれば、

キャッシュレスにしていけばいいんです。

そうすればfreeeとの相乗効果で、まさ

に“時短で経理”が可能になります」

ス キ ャ ン ア プ リ や 専 用 ス キ ャ ナ、
freeeを連携させて、領収書はすぐにス
キャン。請求書もfreeeで作成すれば、
ネットバンキングとの同期で入金・売上
チェックも必要ない。まだ会社の規模が
小さいスタートアップに非常に適した手

法だ。
「目標は、３年で女性起業家100人を支

援すること。女性起業家はいわば自分と

同じ立場の方。支援にも力が入ります」

 「得意」と「得意」の掛け合わせで 
顧客のニーズにとことん応える

酒井さんは、「こうしてお金の流れが

分かるようになると、ビジネスのどこに

問題があるのかも見えるようになる」と
いう。そもそものビジネスモデルに問題
があったり、マンパワーに頼りすぎてい
たり……。それが見えるようになって感
動した経営者からは、導入コンサルティ
ング後に税理士の顧問替えを依頼される
ケースも少なくないという。
「得意を活かしつつ、ITも活かすとい

う形で現在の収益モデルにたどり着い

た」と酒井さんは語るが、まさに「業務
効率改善」と新しいサービスの掛け合わ
せが、酒井さんの強みになっている。
「これからの税理士は税務だけでなく、

ITやウェブ、新しい技術を知っていてこ

そ本領が発揮できるのではないでしょう

か。時短が可能なところは新しいテクノ

ロジーをどんどん導入し、コンサル部分

で企業の異変を察知する。単に正しく処

理できるというだけでなく、企業の成長

を本当にサポートできてこそ、AI以上

の税理士の役目が果たせると思います」

Asako Sakai
酒井麻子氏

酒井税理士事務所代表
税理士

経理にも「時短」の発想を！
女性起業家の心強い味方
「新しいものを自分で触ってみるのが大好き」という酒井さん。
その旺盛な好奇心と、自らのバックボーンに基づいた志が
小規模ビジネス市場で新たな顧客ニーズを生み出している。

酒井税理士事務所
東京都江戸川区船堀3丁目5-24

朝日信用金庫船堀センタービル610号室
TEL： 03-6808-3641

URL： http://sakai-zeirishi.com

商業高校を卒業後、会計事務所に 13 年
間勤務し、個人から上場企業まで幅広く
関与。第１子出産から育児休暇を経て職
場復帰するも、子育てをしながら働くこ
との難しさを実感。第２子出産後、子育
てとの両立を図り、真の中小企業の支え
となれる道を選ぼうと独立。現在では、
法人顧問と併せて、女性起業家向けにセ
ミナーや会計ソフト導入コンサルティン
グをおこなっている。
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佐藤修一公認会計士事務所
福岡県福岡市中央区渡辺通2丁目8-23　

樋口ビル4Ｆ
TEL： 092-718-2875

URL： http://satoscpa.com

大手監査法人、税理士法人での勤務を経
て、2013 年 8 月開業。経営者感覚でお
客様と向き合い、キャッシュフロー経営
の実践を通して、経営者のビジョンの達
成をサポートしている。

尊敬する父が残した 
「キャッシュフロー経営」

佐藤さんが公認会計士・税理士になっ
たのは、父の影響が大きい。佐藤さんの
父は福岡県久留米市で税理士をしており、
当時はまだ業界で珍しかったキャッシュ
フローをベースとした「資金会計理論」
を作り上げた第一人者だった。

惜しくも佐藤さんが大学３年生のとき
に他界されたが、父を尊敬し、その背中

に憧れた佐藤さんにとって、公認会計
士・税理士を目指すのはごく自然な選択
だった。

その後、福岡の税理士法人に勤めたと
き、資金ショートによって倒産の危機を
迎える中小企業の実態を初めて目の当た
りにした。
「中小企業は手元の資金も少なく、資金

調達も簡単ではありません。得意先が大

手になると、売上が増えても売掛金の回

収まで時間がかかるため、資金が増えに

くいというのが現状です。そのうえ、節

税をやりすぎて資金が残っていなかった

り、売上が安定していなかったり、従業

員が定着しない、育たないといったさま

ざまな問題があります。それを目の当た

りにして、ようやく父の言っていた“中

小企業の経営には、利益だけでなく、と

くにキャッシュが重要”ということを肌

で理解しました」

というわけで、佐藤さんの事務所では
税務よりも会計を重視し、顧問先に数字

の見え方、分析内容、重視すべき指標な
どについてきちんとレクチャー・サポー
トすることに力を入れている。

自分たちの本来の仕事は 
“作業”ではなく“会計業務”

そんな佐藤さんにとって、どんどんテ
クノロジーが進化していく会計分野は、
いま非常に面白いジャンルだ。
「僕らの仕事は、現状では入力作業や申

告作業に費やす時間が非常に多いでしょ

う。でも、クラウド会計などの技術に

よって、その時間を別のところに割ける

ようになってきました。今後はさらにそ

の傾向が強くなると考えると、お客様に

対して本当にいろんな提案ができるよう

になるとワクワクしています。例えば、

お客様ごとに数字の指標の管理をカスタ

マイズできるような機能が早く登場しな

いかと期待しているんですよ」

「会計」を重視する佐藤さんの事務所で
は、AIやフィンテックがどれだけ進化
していこうとも、顧客に対してはやはり
キャッシュフローや管理会計によって価
値を提供するということに尽きる。管理
会計にはコミュニケーションが欠かせな
いが、そこはAIが苦手とする部分だか
らだ。

しかし、その提供の仕方は、今後の会
計ソフトの技術や機能、サービスに依存

してくるというのが佐藤さんの考えだ。
「どのような機能が搭載されるかで、僕

らの仕事も変わってくるでしょう。新し

い機能に対しては自分たちのアンテナを

高くすることも大事ですが、さらにユー

ザー目線でいいものにしていってもらえ

るよう、freeeにも情報をフィードバッ

クし、双方のコミュニケーションをとっ

ていくことが大事だと思います」

「多様性」こそが 
AIに打ち勝つ力になる

AIにできることはAIにやってもらい、
人間にしかできないことで自分たちの付
加価値を高めていこう――それが佐藤さ
んの事務所の基本方針だ。面白いのは、
そのヒューマンパワーに対して「多様
性」という位置づけをしていること。

例えば、今回取材に同席していただい
た光武さんは、前職の経験・知識を活か
し、事務所のIT・WEB分野を受け持つ
担当者だ。freeeの導入・活用アドバイ
ザーとしても活躍している。
「業界未経験で去年入社したばかりなの

で、最初にfreeeに触ってみたときは

“こんなソフトが会計業界にあるんだ”

と驚きました。機能が豊富で、やり方次

第で相当な効率化ができる。会計という

伝統的な業界で新しいテクノロジーがい

ち早く生まれているのは、非常に面白い

動きだと感じています。クラウド会計な

どネットにまつわるものは自分の得意と

する領域なので、そこで自分の力が活か

せるのは嬉しいですね」

2013年の開業当初は佐藤さん１人で事
務所を運営していたが、今では光武さん
の他、６名のスタッフが常勤で勤務して
いる。公認会計士や税理士だけでなく、
会計コンサルタントや中小企業診断士な
ど、さまざまな専門家を抱えているのが
特徴だ。それについて佐藤さんはこう語
る。
「お客様のことを深く理解し、きちんと

アプローチしようとしたとき、会計・税

務以外の面でもいろいろな手法がとれた

ほうがいいと考えたら、自然と人が増え

ていきました。やはり、人が増えると多

様性が生まれます。多様性が生まれると

組織としてやれることも広がっていきま

す。結局、人間１人の力なんて知れてい

るんです。もちろん何でも広範にやれば

いいということではなく、やるべきこと

のなかで多様性を見出すのが大切ですね。

今後もそういう視点で、多様性を生み出

せるような人材をさらに増やしていきた

いと考えています」

人と人との掛け合わせがシナジーを生
み、より大きな結果となる。佐藤さんの
語る「多様性」は、まさにAI時代を生
き残るためのキーワードなのかもしれな
い。

Shuichi Sato
佐藤修一氏

佐藤修一公認会計士事務所代表
公認会計士・税理士

Toshiaki Mitsutake
光武利昭氏

佐藤修一公認会計士事務所
freee 導入・活用アドバイザー

「多様性」というシナジーを
生み出せるのは人間だけ
「人×人＝多様性」こんな方程式を掲げてくれたのが、
佐藤修一公認会計士事務所の佐藤さんだ。人と人が掛け合わされば
大きな多様性が生まれ、それこそがAIを凌駕するパワーになる。
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公認会計士税理士事務所 
アクセル

神奈川県川崎市幸区幸町2丁目593番
モリファーストビル４F

NAGAYAかわさき
TEL： 044-440-3066

URL： http://www.axlcpa.jp

中小企業の事業発展を促進する会計事務
所を作りたいという思いから、2015 年
に公認会計士税理士事務所アクセルを開
業。顧問先ゼロからスタートし、１年目
は集客の仕組み作りに注力、２年目から
は会計 freee を活用した業務効率化に着
手。月平均３社のペースで新規獲得して
おり、スタッフの負担を考慮しながら、
着実な事務所成長戦略をとることを目標
としている。

「契約してよかった」 
顧問先の満足度が高い

入力業務はパートのスタッフにお願い
しているものの、基本は所長の柏野さん
と常勤スタッフ１名の２名体制で事務所
を運営しているアクセル。人数が少ない
ので、いかに業務を効率化し、高付加価
値のサービスを提供するかが事務所運営
のポイントだ。そのため、公認会計士の
資格を持つ柏野さんだが、監査業務は請

けず、税務顧問のみに絞り、とくに店舗
の開業支援に特化するという方針を打ち
出している。
「もちろん１件１件の単価は監査業務の

ほうが高いですが、税務顧問は資格がな

くてもできる部分が多いので、組織化し

やすく、数を集められて収益も安定しや

すいというメリットがあります。私はな

るべく業務が属人化せず、スタッフのス

キルに頼らない形で“仕組み化”してい

きたいんです」

アクセルが注力している開業支援では、
飲食店を手がけることが多い。というの
も、飲食店専門の内装業者や集客サポー
トの専門家、チラシのデザイナーなどと
提携して、飲食店の相談事に丸ごと対応
できる体制を整えているからだ。

新たに開業の相談に来た飲食店オー
ナーに提携業者を紹介することもあれば、
逆に提携業者から新規開業のオーナーを
紹介してもらうこともしばしば。創業
フェーズでの困りごとはある程度決まっ

ているので、その点での解決策を豊富に
取り揃えられているのが大きい。

それゆえ、開業支援をした飲食店オー
ナーからは、「契約してよかった」との
声が高く、そのまま税務顧問を依頼され
ることが多いという。

ITに習熟していない人でも使える 
freeeの活用法

そんな柏野さんにとっては、freeeも
提携業者の１つと言える。freeeの認定
アドバイザー制度を活かして顧問先の獲
得もできるし、経理の軽量化ができる
freeeは飲食店オーナーにもおすすめだ
からだ。開業時は、他に使い慣れたソフ
トがあるわけではないので、じつに９割
の顧問先がfreeeを使用しているという。

さらには、そのfreeeの活用方法も少
し変わっている。通常、freeeを使う場
合、経理を知らない人でも自計化できる
というのがメリットの１つでもあるのだ
が、アクセルでは顧問先がfreeeの画面
を開くことは稀で、指定したExcelシー
トに記録してもらうだけということが多
いのだ。Excelのデータをもらったら、
freeeに取り込んで登録するのはアクセ
ルの仕事。そうすることで、ITに習熟
していない人でもお小遣い帳を付ける感
覚で記録してもらえるという。
「私たちの顧客には、ITリテラシーが

高い方はそれほど多くありません。とな

ると、freeeの使い方を覚えるのも面倒

だし、アプリを使うのも面倒、そもそも

ネットバンキングの口座を持っていない

という顧客の方の手間も省けます。また、

顧客の方が間違ったやり方でfreeeを

使ってしまうということもなくなるので、

両者にとって効率がいいんです」

アクセルでは６割がこうした半自計化
で、残りの４割が記帳代行だという。そ
の場合も、証憑を分類するためのファイ
ルを作成して顧問先に渡し、毎月もらう
資料に漏れがないよう配慮。あとはス
タッフに入力してもらうという手順で、
スピードと正確性を実現している。

目指すのは１人100件担当、 
スタッフの年収1000万円！

こうして作業効率を上げていくと、付
加価値を高めることにも注力できる。

「創業者さんは、身近に相談できる人が

いないというのも悩みの１つ。判断の指

針になるような答えが欲しいんです。会

計や数字を見ている私たちには、とくに

それが期待されている。ですから、経営

や税務の相談はもちろん、集客からマー

ケティング、料金改定に至るまで、顧問

料の中でさまざまなアドバイスをしてい

ます」

現在、アクセルの顧問先は60数社。月

次のルーチンワークはスタッフ１人に任
せ、柏野さんは決算前の納税予測や申告
書作成、相談業務などを担当している。
「これまではスタッフ１名につき30件

程度が限界でしたが、freeeを使い、事

務所を仕組み化していくことで50件の

担当が余裕になりました。私の体感では

恐らく１人当たり100件はいけるでしょ

う。未経験のスタッフでも、数年経験を

積めば年収1000万円ほどのお給料がも

らえる――そういう報酬体制を目指して

います」と語る柏野さんにとって、それ
こそが目指す事務所の発展の形だ。

闇雲に「拡大路線」をとるのではなく、
スキルの高いスタッフに頼るのでもなく、
仕組み化で１人当たりの担当件数を増や
し、顧客もスタッフも満足度の高い事務
所。つまりそれは、小回りが利き、リス
クも低く、経費も最低限で済む運営手法

（ちなみに、現在アクセルが入っている
のも川崎のシェアオフィス）というわけ
で、時代の流れを見据えた合理的な判断
と言える。
「そのためには、生産性を下げる要因に

なるようなお客様とは仕事をしないとい

う選択も必要になってくるでしょうね。

こちらが提案したことを受け入れる余地

がないと、お互いにいい結果には結びつ

きませんから。うちでは成長を急いでは

いませんが、こうして安定的に100件ま

では同じ体制で増やしていきたいです」

Kohei Kashino
柏野晃平氏

公認会計士税理士事務所
アクセル代表

公認会計士・税理士

提携業者の活用で
店舗開業を丸ごとサポート
2015年に開業したアクセルでは、まずは自社の発展が課題。しかし
柏野所長は「事務所を大きくするだけが発展ではない」と言う。
着実に顧問先を増やしているアクセルの戦略とは、一体何だろう。
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税理士法人
横浜総合事務所

横浜市中区山下町209  帝蚕関内ビル10F
TEL：045-641-2505

URL：http://www.yoko-so.co.jp

TEAM yoko-so（税理士法人横浜総合事
務所など関連５社）は、各分野の第一線
で活躍するスペシャリストとネットワー
クを結ぶことで、会計、税務だけでなく、
会社経営相談や相続に関わる、あらゆる
要求と課題解決をできる体制を実現。「お
客様のビジョン実現と真の豊かさの創出
をサポートし、社員の自己実現と社会貢
献を目指す」を理念にしている。

25年の試行錯誤は 
「分業体制」で解決！

横浜総合事務所（横総）が財務コンサ
ルティングの重要性に気づいたのは、25
年も前に遡る。1991年、前代表の泉敬介
氏がワタミフードサービスの上場支援の
ため、渡邉美樹氏の依頼で財務・経理部
長を兼務したのがきっかけだった。
「もともと泉には“もっとお客様に対し

てできることがあるはすだ”という思い

がある一方で、“何を提供すればいいの

か”という葛藤がありました。そんなと

き渡邊さんの経営を間近で見て、経営計

画や理念経営の必要性を肌で感じたそう

です」と語るのは、現代表の山本さんだ。
渡邊氏の経営方法に光明を見出した泉

氏だが、それをそのまま中小企業に当て
はめるのは難しい。模索する期間が数年
続き、MAS監査という手法に出会って、
ようやく事務所の方針が固まった。「こ

れなら渡邊さんの経営方法を中小企業に

も推進できると思った」と語る山本さん
だが、事はそう簡単には運ばなかった。
「というのも、税務の仕事は申告書の作

成という、いわば過去の事象の整理で

しょう。一方、MASは将来のことを考

える仕事。それを１人の人間でやろうと

すると、“前も後ろも見ながら走る”と

いう状況になって、ちょっと難しいんで

すね。それをうまく回せるようになるの

にさらに10年はかかったと思います」

状況を打開したのは、税理士業務と

MAS監査業務で担当を分ける分業体制
だった。これがうまくはまり、「MAS

と税務が背中合わせで協力できる」とい
う体制が誕生。さらにこの体制は、税理
士業務においても外回りのメンバーと
バックヤードで作業するメンバーを分け
るという現在の横総の“製販分離”体制
へと発展、スタッフがより自分の仕事に
集中できる効率のいい環境が整えられて
いった。

新人をいかに早く育てるか

となると、次の課題はいかに経験豊か
なスタッフを早く育て上げるかだろう。

現在、横総の従業員は約40人。人材育
成を意識して、新入社員は毎年採用する
ようにしている。中堅規模事務所として
は、新人が早く育つほどありがたい。
「新人社員がお客様のところに１人でお

伺いし、社長のお話を共有して、その課

題の根源を特定して帰ってこられるレベ

ルに育つには、どんなに早くても３年は

かかるでしょう」と山本さんは語る。し
かし、そのワークスタイルにいま変化が
起 き よ う と し て い る の だ。 そ れ が、
freeeを活用した経理・業務改善提案だ。

例えば、BMWのパーツ販売のショッ
プを全国に６店舗展開している年商十数
億円のS社は、横総入社１年目から岩本
誠一朗さんが担当、四苦八苦していた経

理の軽量化に半年ほどで成功している。
その事例を岩本さんに紹介してもらおう。
「まずS社にヒアリングし、２点の課題

を特定しました。１つ目は経理担当者Ｋ

さんの業務を簡略化して、別の仕事がで

きる時間を捻出すること。そして２つ目

が、属人化している経理業務を標準化し

ていくことです」

Ｋさんは車好きが嵩
こう

じてS社に入社し
た人物で、もともと経理の知識があった
わけではない。本来は販売や営業の分野
で手腕を発揮することが望まれているの
だが、他に人材がおらず、会社が拡大す
るに伴って経理の仕事だけに忙殺されて
いた。現状では、もしＫさんが病気でも
しようものなら、会社の経理が回らなく
なるのは必至。他の人も分担できるよう
仕組み化し、Ｋさんが本来やるべき仕事
の時間を生み出す――これが岩本さんに
課せられた課題だった。

本来やるべき仕事のために

まず岩本さんが実行したのが、現預金
や売上をfreeeで管理できるようにする
仕組み作りだ。その際、freeeのフォー
マットを無理に使用せず、これまで通り
Excelで数字を付けてもらうことで、Ｋ
さんと現場の負担を軽くできるようにし
た。

同時に、手計算・手入力で作業してい

た給与についても、給与freeeを導入し、
総合振込で入金が完了するように。「そ

れまで１人分ずつ入力していたので、最

初は怖くてクリックできなかったそうで

す（笑）。でも、実質作業時間は３～５

分の１に圧縮でき、Ｋさんにも“ありが

たい”とおっしゃっていただきました」

と岩本さん。
「中小企業では、おそらく“商い”になっ

ている会社が多いのではないかと感じま

す。それを“経営”できるようにするには、

まずリソースの確保が必要です。経理担

当者の時間が空いたら、今度は社長の仕

事の棚卸しができます。本来の仕事がで

きる会社の仕組みを、freeeを通して

作っていけたらいいなと考えています」

経理や業務のやり方に問題が生じてい
る中小企業は多い。freeeの機能や使い
方をマスターすれば、入社１、２年目の
新人でも、こうした改善策が提案できる
ようになる。その見本が岩本さんだ。

山本さんは、そんな岩本さんを頼もし
そうに見ながらこう語った。「今後は人

口減少の時代ですから、経理の人材が確

保できる時代はそう長くないだろうと思

います。私たちは中小企業により元気に

なってもらいたい。その意味でfreeeの

ようなソリューションが登場し、経理を

軽量化できる未来が見えていますから、

そのお手伝いを積極的にしていく部署を

立ち上げたいと考えています」

Seichiro iwamoto
岩本誠一朗氏

税理士法人横浜総合事務所
Team 業務支援スタッフ

Ayumi Yamamoto
山本歩美氏

税理士法人横浜総合事務所
代表社員

税理士・CFP

入社１年目の新人でも
顧問先に貢献できる仕組み
25年以上前から財務コンサルティングの重要性に気づき、
試行錯誤の取り組みをスタートさせてきた横浜総合事務所。
そのワークスタイルを今、freeeがまた一段、進化させつつある。



「働き方」を改善できない
ボトルネックは何ですか？

「これがなければもっとやりたいことに集中できるのに」と思う
業務、上位の回答をご紹介。

「現状の対策」「現状の対策」編

「問題点」と「テクノロジーへの期待」「問題点」と「テクノロジーへの期待」編

今の「働き方」今の「働き方」

freee 認定アドバイザーfreee 認定アドバイザー

編

労働時間を減らすための対策は？Q4
Q３で「労働時間を減らしていく」と回答された方に、どんな対
策を実施・検討されているかお聞きしました。複数回答可。

あなたの年間の労働時間は？Q1 労働時間をどう変えたい？Q3

繁忙期は何月ですか？Q2

どうやって繁閑差を解消している？Q5
Q２で「繁忙期がある」と回答された方に、繁閑差を解消するた
めにどんな対策を実施・検討されているかお聞きしました。複
数回答可。

Q6 Q7 freee等のテクノロジーで
解消できると嬉しい業務は？

⇒半数以上が過重労働

⇒依然として季節イベントに左右される業界

テクノロジーの恩恵によって、皆さんが解消したいと思ってい
る悩ましい業務、上位の回答をご紹介。
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会計業界の人材不足、流動性不足による優秀な人材の確保の困難さ

会計業界の過当な価格競争による収益性の悪化

記帳や転記等の大量の作業的業務

複雑・難解な税法体系や、習得する必要のある知識のための時間

税制改正やそのために必要になる検討時間

顧問先への訪問のための移動時間

国や地方自治体で異なる手続きや書類の多さ、電子化の遅れ
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顧問先への指導を徹底し、資料提出等を早めてもらう

業務内容を整理し、可能な限り前倒しでやる

繁忙期だけ外注事業者やクラウドワーカーを活用する

繁忙期だけ派遣社員やアルバイトを雇用する

繁忙期の業務を見直して、業務自体を削減する

法人顧客に決算期を変更してもらい平準化する

対策はしていない／打ち手がない

32

32

14

10

10

8

6

0 10 20 30 40 50

従業員の採用を進める

顧問先の自計化を進める

ITの活用で業務自動化・効率化

クラウドワーカーの活用を進める

外注事業者の活用による業務削減 

低単価／高負荷な顧問先の絞込み

MAS等の高単価業務へのシフト
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証憑等の記帳・入力業務

チェックリスト確認などの機械的なチェック業務

資料の確認、ファイリング、保管等の資料管理業務 

財務指標の分析や経営指導のための準備業務

毎年の法令改正の各顧問先への適用有無の確認

顧問先からの簡単な質問への回答

顧問先とのやりとりの記録や整理、要対応事項の管理
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現在の労働時間に満足し
ており、維持していく

やりがいを感じてい
るのでまだまだ働く
時間を増やしていく

報酬が減少したとしても、全体的に労働時間を減らしていく

報酬を維持または増加させつ
つ労働時間を減らしていく

81.5％81.5％

7.4％7.4％

7.4％7.4％
3.7%3.7%

50人の「働き方」
AIによる働き方の変化は、freeeを通じて
認定アドバイザーのなかで始まっているのだろうか？
アンケートの結果、見えてきたことは、
「変化はまだ起きていない」という現実だった。

2,000～ 2,400時間

1,800 ～
2,000時間

33.3％33.3％

2,400時間以上

22.2％22.2％

33.3％33.3％

11.1％11.1％

1,800時間以下
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働きすぎの会計業界
　まず見えてきたのは、会計業界の相変わらずのハードワークぶ
りだ。今年 7 月に発表された経団連の調査（全国 249 社、110 万
4₃₈9人を対象）によると、201₆年の一般労働者の年間総労働時
間は平均 1，991時間で、2，400 時間を超える人たちは全体の 7％
しかいなかった。ところが、会計事務所では 2，400 時間を超える
ところが 22％と全国調査の ₃ 倍を超え、半数以上が大幅に全国
平均を上回って働いている。
　その構造としては、Q2の回答から分かるように、やはり ₃ 月
の確定申告や 12 月の年末調整のような季節イベントのときに過
重労働になりがちだということだ。それは昔から変わらない業界
特有の構造と言える。
　最大の問題は、Q₃の回答にあるように、9 割近くの事務所で労
働時間の短縮を望んでいるということだ。つまり、会計事務所に
おいては、働き方に満足している人はほとんどいないという実態
が浮き彫りになっているのである。

新サービスで人材不足をカバー！
　では、働き方を改善できないボトルネックは何なのか？ Q₆ で
もっとも多かったのが「人材不足」だが、それ以外はほとんど差
がつかず、集約すると 2 つの大きな壁に分類できそうだ。まず 1
つ目が、大量の作業的業務（記帳や転機等＋形式的な手続き）と、
その結果としての過当な価格競争。2 つ目が税務知識習得に要す
る時間の多さ（税制改正対応含む）。この 2 つの過大な必要時間
に押される形で「人材不足」が顕在化していると考えられる。

抜本的な解決策が見えてこない……？
　その一方で、旧態依然の働き方を打破しようという試みも始
まっている。まず Q 4 の総労働時間への打ち手としては、回答者
が認定アドバイザーの方たちだけあって、やはり IT 活用が主だ。
しかし、次点は人員増強や顧問先の自計化促進で、業務内容まで

　Q7からは、まさにその解消が freee に期待されていることが
分かる。freee ではその期待に応えるために、一例として「連続
取引登録」（p.2₈参照）や「通帳データ化サービス」（p.₃2参照）
をリリース。単に同期による入力省略というだけでなく、同期に
頼らない効率化も可能となった。とはいえ、freee が皆さまのお
役に立てる余地はまだまだあるはず。1つでも多くの事務所の働
き方改善に役立てるよう、freee は会計業界によりコミットする
体制へと進化を続けていきたいと考えている。

変えようという事務所は少ない。また Q5の繁忙期解消の打ち手
も、自分がやるべき業務を減らすという根本解決よりは、「業務
の平準化」が主流。つまり大半の事務所では、便利なツールは使っ
ていこうと思っているものの、業務内容を根本的に見直すことで

「働き方」を解決しようというところまでは到達できていない。
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〈イベント主催者情報〉

Samurai Incubate Inc.
（株式会社サムライインキュベート）

東京都品川区東品川2-2-28 タチバナビル2階

ht t p : / /www . samu ra i - i n cuba t e . a s i a

AI×士業がこれからの企業を支える
～ バ ッ ク オ フ ィス・イノ ベ ー シ ョ ン ～

アメリカの大手法律事務所である Baker & Hostetlerが破産法担当の弁護士としてAIを導入するなど、
会計士・税理士に限らず士業全般にとって関心が高い AI。
去る7月6日、それをテーマにしたイベントがサムライインキュベート主催で開催された。
ここでは、そのイベントで議論された興味深いトピックを６つ取り上げよう。

A I に は 何 が で きて
何 が で き な い ？

士 業 と い う 職 業 は
な く な っ て し ま う の か ？

A I に 解 を 求 め る
人が 増 え た ら … …？

f r e e e の A I は ど う や っ て
情 報 を 集 め て い る ？

記 帳 は い つ 完 全 に
オ ートメ ーション 化 す る？

テ ク ノ ロ ジ ー を
ど う 活 用 し て い く か ？

　もう 1つ会場の参加者から出た質問が、
freeeやクラウドサイン（クラウド契約サー
ビス）といったサービスでは、どのように
情報を収集し、現在・将来はどのように活
用していくのかということだ。紙幅の関係
で、ここでは freeeに限って紹介しよう。
　freeeが収集しているのは、金融機関の
明細や証憑類、日々入力されるデータなど
の会計情報だ。ただし、freeeは ERPを指
向しているため、単なる会計情報だけでな
く、日々の業務データや、債権、債務デー
タなども蓄積されていく。そこが他の会計
ソフトとの違いだ。
 「それをどう活用するかというと、まず仕
訳の推測が挙げられます。今年の秋ごろに
は、銀行明細等のカタカナ表記から取引を
推測し、自動的に消込ができるような仕組
みを提供していきたいと考えています。ま
た、入力ミスがあったときに、漏れやダブ
りがないかを案内するというところでも
AI が役に立っています。このように、現状
は主に業務の効率化という面でAIを活用し
ているのですが、今後は ₈0万事業所という
膨大なデータを活かして、各業界や地域単
位で自分の事業所の状況を分析したり、ビ
ジネスマッチングができるツールとしても
使えるようにしていきたい」（尾籠・freee）

　領収書の山を見るだけでうんざり……と
いう会計事務所の人間は多いと思う。参加
者からも、「記帳や大量の領収書のファイ
リングは“人間のやることじゃない”と感
じてしまいます。オートメーション化され
るのはいつでしょうか？」との質問が出た。
　それに対し、freeeの尾籠は「1、2年後に
は、スキャンさえすれば記帳がすべて完了
するという世界を作っていきたい」と力強
く発言。例えば、ニュージーランドでは「ゼ
ロ」という会計ソフトによって、4 ～5年ほ
どで中小企業のクラウド化が劇的に進んだ。
しかしそれは、日本とは比較にならないほ
どインターネットバンキング（IB）の浸透率
が高いからだという。
 「日本の中小企業の IB採用率は ₃割ほどと
いう調査もあるなかで、私たちはそれをテ
クノロジーで解決しようと考えています。
例えば、通帳をスキャンして freeeに送れ
ばデータ化できる。あるいは手書きの領収
書をスキャンして freeeに取り込めば、テ
キストデータに変換される。そういうサー
ビスを、AIを活用してやっていこうとして
いる」
　こうしたサービスが実現すれば、IBを
使っていなくても、取引の登録は機械に
やってもらえる。やらなくてもいい仕事が
減るのは、そう遠い将来ではない。

　単純作業が AIに置き換わっていくなら、
「士業を頼ろうとするクライアントの層は
二極化していくのだろうか」「安いサービ
スしか求めない人が増えたらどうするか」
というのは、第一線で働いている人にとっ
て大きな関心事だろう。会場の参加者から
も、まさにその点について質問が出た。
　二極化は避けられないと答えたのは弁護
士の角田氏。「“10分1000円カット”のQBハ
ウスと同じで、安くさっさと終わらせたい
という人は AIに行くし、きちんとコミュ
ニケーションをとってベストな解を選びた
いという人は人間に行く」
　一方、玉木氏はその二極化自体は悪いこ
とではないと言う。「かつてコンピュータは、
大企業など限られた人しかアクセスできな
いツールだったが、今は各家庭で持てるよ
うになっている。その点から考えると、AI
による士業の代替というのは、個人など力
を持たない人たちをエンパワーメントする
ことができる。それは社会全体としてはプ
ラスになるのではないか」
　これまで専門的なサービスの恩恵に与れ
なかった人々にも裾野が広がっていく――
そう考えれば、たとえ人間によるものでは
なくAIによるものでも、未来はよりよいも
のになっていくと期待できそうだ。

　最後に、パネラーの皆さんからテクノロ
ジーの活用についてアドバイスしてもらっ
た。「士業は絶対になくならない」と明言
する橘氏は、「結局、“信頼”の源泉という
のは、人間――とくに専門家が判断してい
るというところにある」と述べた。これは
サービスについても言え、誰がお薦めして
いるのかというのが重要なのだそうだ。開
発する側だけでなく使う側からしても、ど
のような人から支持されているかは、サー
ビス選びの 1つの指標となるかもしれない。
　また、「ローテクとハイテクを組み合わ
せる」という視点が欠けていると指摘した
のは、弁護士の角田氏。「AIに恐怖心を抱
くばかりでなく、『AIとは何か』というこ
とをちゃんと調べるのが大切。すると、『敵
は AIじゃない、使う人の問題だ』と分かる。
AIさえあればいいサービスというわけでは
なく、何と組み合わせていくか――人間性
とも言えるかもしれないが、それをちゃん
と磨いていくことが、我々が生存していく
上で必要なのではないか」
　さらに言えば、最新技術は AIだけではな
い。私たちは自らの人間性を磨きつつ、さ
まざまな最新技術を吸収して、どう自分た
ちの力に変えていけるかということを考え
ていかなくてはいけない局面に立っている
のだろう。

　そこで次に議論されたのが 「士業は本当
に AIで代替されてしまうのか？」。それに
当たっては、興味深い論点がモデレーター
の玉木氏から提示された。「機械化によっ
て人間の仕事が減っていくのは、今に始
まったことじゃない。昔から製造業など
フィジカルな仕事は徐々に自動化されて
いったという経緯がある。なかなか置き換
わらなかったのが知識産業だが、今の時代
になって、そのなかでも単純作業が徐々に
AIに置き換わってきているという流れがあ
る」
　それを前提とすると、今後、士業はどう
変化していくのだろう。例えば、士業の資
格を持ってベンチャー企業で働くという
ケースはアメリカでは当たり前になってい
る。「インターネットテクノロジーは社会
の課題を解決するツール。これを士業とい
う専門家が担っていくのは時代の必然」（橘
氏・弁護士ドットコム）との意見のとおり、
今後は日本でも士業がテクノロジーに積極
的に関わるようになっていくと考えられる。
　そもそも新たなテクノロジーが登場すれ
ば、その周辺に新たな職域が発生し、テク
ノロジーを理解した上でのより専門的な業
務も生まれてくるはずだ。いずれにしても
士業が生き残っていくには、テクノロジー
とは無縁ではいられないだろう。

 「現在の労働人口の 49％が AIで代替可能」
という話がしきりと取り沙汰されているた
め、「AIって何でもできるんだ」と間違っ
て認識している人は多い。このイベントで
も、「AIには何ができて、何ができないのか」
というテーマが最初に議論された。
　強調されたのが、AIはデータに大きく依
存するということ。そして、データの抽象
化・圧縮化には限界があるということだ。
 「データさえあれば、AIである程度のこと
ができるようになる。だから、データの集
め方というのがすごく大事。例えば、職人
さんが感覚的に対応していることを AIが
すぐできるようになるかと言うと、データ
が足りなければやはりできない」（角田氏・
弁護士）。
　その上で、AIでできることは大きく４つ
に分けられるという。「まず、限られた状
況下におけるQ＆A。そして認識・分類。膨
大なデータの傾向を見ての未来予測。最後
が異常検知」（尾籠・freee）。では、何がで
きないかというと、「AIにとっては、“正解”
があるなどパターン化できるものは得意な
一方、そのデータを判断してどういうアク
ションにつなげるかという意思決定や、人
と人とのコミュニケーションのように感情
を理解するのは苦手」（同）ということら
しい。
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税理士さんがギブアップ

――まずは、カラーズさんの事業内容を

簡単にご説明いただけますか？

田尻　在宅介護サービスを中心におこ
なっている会社で、創業して６年になり
ます。ご自宅で介護をされている方向け
にヘルパーさんやケアマネージャーさん
が訪問し、さまざまなご相談に乗ったり、
生活支援をさせていただくほか、福祉用
具のレンタルや販売、バリアフリーにす
る住宅リフォームなども手がけています。
最近は高齢者の方だけでなく、体の不自
由な方や子育て世代向けのサポートもス
タートさせました。うちは少し変わって
いて、美容師も２名いるんですよ。美容
師がご自宅に伺って、カット、カラー、
パーマまで全部やります。寝たきりの方
や子育て中でなかなか美容院に行けない
主婦の方にご好評いただいています。
――介護から子育て世代向けへとサービ

スを広げられているんですね。

田尻　まだ昨年から始めたばかりの取り
組みですが、高齢者の方に限らず、地域
全体の暮らしを支える企業になりたいと
考えています。介護のサービスと子育て
世代向けのサービスって、とても親和性
が高いんです。ヘルパーさんも育児経験
のある方が多いので、問題意識や課題認
識はもともと共有できていますから。
――なるほど。同じリソースで提供範囲

を広げられる。そうしたなかで、カラー

ズさんでは２年前から freee をお使いい

ただいているのですが、何かきっかけが

あったのでしょうか？

田尻　正直なところ、前の税理士さんが
大変だったんでしょうね――「もうでき
ない」と言われたんです。今うちではス
タッフが 30 名以上いて、月 600 名以上
のお客様に対応しているんですが、サー
ビスが多岐に渡っていて支払先も多く、
売掛金の管理もかなり煩雑なんです。介
護保険を使いますので、国保連と利用者
さんにそれぞれ請求するんですが、高齢
者の方なので現金払いの方もいれば振り
込みの方や引き落としの方もいる。それ
ら一式を税理士さんに渡して処理してい
ただくのに、２か月以上かかるんです。

「もっと早く数字が欲しい」と言ってい
たら、嫌がられてしまって……（笑）。
――税理士さんが辞めてしまった。

田尻　それで「困ったな」と情報を集め
ていたら、前職の先輩から freee のこと
を教えてもらいました。私は前職がソフ
トウェア会社だったので、クラウドにも
興味がありましたし、税理士さんからい
ただく報告もペーパーレスにできたらい
いなと思っていたんですよね。ただ、自
分で導入するとなると自信がありません
から、freee の認定アドバイザーから渡
辺さんを見つけて……。
――なぜ、数あるアドバイザーさんから

渡辺さんをお選びになったんですか？

田尻　渡辺さんの HP って変わっていて、
赤ちゃんのころの写真まで載っていて、
生い立ちから書いてあるんですよ（笑）。
税理士事務所の案内はたくさん来るし、
安いところもいろいろあるんですが、合
う合わないがとても心配なんですよね。

「今度は頭の柔らかそうな人がいいなぁ」
と思って、HP を熟読して決めました。
渡辺　HP を作ってくれた方に「小さい
ころからの成長過程の写真をください」
と言われたときは、「本当に載せるんで
すか？」と驚いていたんですが、いい効
果があったんですね（笑）。

数字をリアルタイムで 
把握できるようになった

渡辺　カラーズの場合、まず田尻さん自
身がきちんと経営をしていきたいという
思いが強かったのが大きいんです。従来

のように会計事務所が資料をすべて巻き
取ってやろうとすると、例えば新しいお
客様が１人追加されただけでも「この人
は誰ですか？　部門はどこですか？」と
会計事務所が確認しなければいけないの
で、数字が出るのも遅ければ、コミュニ
ケーションのストレスも大きいんですよ
ね。正直、従業員の方たちのほうがよく
分かっていますから、それならソフトを
使って自分たちで入力できる環境にする
ほうがいいとお勧めしました。そのため
の使い方やコツは全部お教えしますと。
田尻　これまで税務や財務は「お任せポ
ン！」で渡しちゃっていたので、自分で
触れるものだとは思っていなかったんで
す。でも、渡辺さんに３か月サポートを
していただくなかで、苦手意識はなくな
りました。今は週 30 分もかからない稼
働で済んじゃう。
渡辺　田尻さんは「自分でやったほうが
早い、数字もちゃんと見たい」というス
タンスなので、やる気があるんです。そ
ういう方は自計化にしても覚えるのが早
いですね。
――その導入はどのような手順で進めら

れたんですか？

渡辺　まず僕のほうで会社の業務を理解
して、freee というツールにどう落とし
込むかを考えました。例えば、現金出納
帳があるのかないのか、あるなら紙なの
か Excel なのかといったことを伺ったう
えで、「部門」や「品目」「メモタグ」を
どう設定するかという設計図を作るんで
す。その設計図どおりに田尻さんにやっ

「freeeの導入で税理士さんと社労士さんが
経営戦略・人事戦略パートナーに変わった！」

リ ニ ュ ー ア ル 版 ／ 連 載 第 １ 回

東京都大田区で在宅介護サービスを提供している株式会社カラーズは、freeeを導入して約2年。当初は経理の危機を乗り
切ることが目的だったが、思わぬ副産物も手にすることに――それが「経営戦略」と「人事戦略」の経営パートナーだ。
freeeを導入する前後でどんな変化が生まれたのか、税理士と社労士のお二方も招いて座談会を開催した。

社会保険労務士岡佳伸事務所代表。特定社会保
険労務士、2級キャリアコンサルティング技能
士、1級ファイナンシャル・プランニング技能
士。アパレル製造業経営者やハロ―ワーク勤務
等を経て社労士として開業。

岡 佳伸さん（左）

株式会社スピリタス会計事務所代表取締役。公
認会計士・税理士。「オモシロイ未来を創りたい」
を合言葉に、クラウド会計ソフトの導入支援や
事業計画作成、業務改善コンサルティングをお
こなっている。

株式会社カラーズ代表取締役。介護福祉士、介
護支援専門員、保育士。IT業界勤務を経て 2011
年に起業。大田区訪問介護事業者連絡会会長、
全国介護事業者協議会（民介協）理事を務め、
研修会等で登壇する機会も多い。

渡辺勇教さん（右）田尻久美子さん（中）
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てもらって、ミスが出ないかをチェック
して「じゃあ、これで行きましょう」と
いうプロセスを繰り返すイメージです。
田尻　アドバイザーの方にお願いしない
と freee の導入はムリでしたね。
渡辺　いや、蓋を開けてみたら、ちょっ
と時間はかかったかもしれませんが、ご
自身でできたかもしれませんよ。
田尻　いや、絶対ムリ（笑）。しかも渡
辺さんに来ていただいてから、freee 導
入だけじゃなくて、会計関係のプロセス
全体の見直しも図れて、無駄な作業も随
分削減できたんです。バッサリ切られま
したからね。「これ、もういらないです
ね」って。
――介護業に携わるなかで、freee の導

入で解決された問題はありましたか？

渡辺　正直、介護業だからというのは僕
は感じません。freee を使うことで生ま
れる可能性はいくらでもあると思います
が。
田尻　でも、すごく大変な部分もある
じゃないですか。課税、非課税という。
うちはサービスがたくさんあるんですが、
内容によって課税、非課税が違うんです
ね。保険のサービスは非課税で、福祉用
具の販売は課税なのに、レンタルは非課
税だったり、ややこしいんです。でも、
渡辺さんが条件を設定してくださったの
で、その項目の非課税、課税が予測され、
ボタン１つで正しく登録できるのはとて
も助かっています。
渡辺　田尻さんのところで一番難しかっ
たのがそれなんです。どういう部門で切

り分けて、自動登録ルールを設定するか。
不用意に自動化してしまうと、本当は別
項目の費用も含まれているのに、１つの
項目で登録されてしまったりするので、
人間の確認が必要なところと自動化でき
るところを見極めないといけない。
田尻　課税、非課税ごとに部門分けを細
かく設定してくださっているので、売上
とコストの対比などを判断するのに非常
に助かっています。

社労士さんまでギブアップ!?

――社労士の岡さんは、どういう経緯で

入られたんですか？

田尻　これも同じで、前の社労士さんに
断られちゃったんです（笑）。処遇改善
加算など、介護独特のものがあるので、
社労士さんは大変なんですよね。
岡　職務形態がみんなバラバラというの
も介護特有ですね。正社員もいればパー
トもいるんですが、訪問介護だとそのと
きだけだったり……。
田尻　スタッフはママさんたちが多いの
で、雇用形態もいろいろ変わったりする
ことが多くて、そのたびに前任の方は

「ひぃー」と言っていました。それでミ
スが増えてきちゃって、先方から「ちょっ
と苦しいです」と。それで渡辺さんに相
談したんです。「freee が使える社労士さ
んはいないかなぁ？」って。
渡辺　僕は岡さんと「freee 部」という
イベントで出会う機会があったので、声
をかけさせていただいたんですよ。給与
freee を使える社労士さんってあまりい
らっしゃいませんよね？
岡　そうですね。会計 freee を使ってい
るから給与 freee も使いたいんだけど、
使える社労士がいないということで呼ば
れる機会は多いです。
渡辺　田尻さんは元々、給与 freee も導
入したいとおっしゃっていたんですが、
前任の社労士さんはいかんせんエクセル
加工するのにも苦労されているという状
態でしたからね。そこに給与計算 freee
を入れてもおかしくなっちゃう。
田尻　あと、介護って重点分野だけに、
助成金も多いんです。だから狙っていき
たいんですが、そういう提案もいただけ

なくて、私のほうがいろいろ調べて、「こ
れいけるんじゃないですか？」とお聞き
する状態だったんです。でも岡さんは給
与のことだけじゃなく、助成金について
も調べてくださるし、元々ハローワーク
にお勤めだったので、求人票を出したり
雇用形態を切り替えたりするときもアド
バイスをくださいますし、就業規則を作
り直すのも手伝っていただいてるし。
――まさに全方位的な支援ですね。実際

に給与計算 freee はどのように使われて

いますか？

岡　「ジョブカン」という勤怠管理やシ
フト管理ができるクラウドサービスと併
せて使っています。田尻さんのほうで
ジョブカンの勤怠管理シートを付けても
らって、データを取り出して freee にイ
ンポートする。
渡辺　直行直帰の方はどうされているん
ですか？
田尻　直行直帰の方は介護のシステムと
結びついているので、介護ソフトのほう
で給与計算をしてそのままお渡します。
それ以外の社員やパートの方をジョブカ
ンで管理するやり方です。
岡　本当は freee で勤怠管理もできるよ
うになるといいんですけど、それは今後
に期待ですね。

IT化が遅れている 
業界の文化を変えたい！

――それにしても、必要に迫られたとき

にそれまでのやり方から大胆に変革する

方法を選ぶという田尻さんの意識の在り

方は素晴らしいですね。

田尻　もともと IT 業界にいたというの
もあると思います。いま私、いわば介護
業界の IT 化委員みたいなものもやらせ
ていただいているんです。「業務効率化
のためにいろんなクラウドシステムを
使っていきましょう」という研究事業の
委員なんですが、うちでは直行直帰のヘ
ルパーさんとチャットアプリを使って業
務報告をしたり、福祉用具の顧客管理で
セールスフォースを活用したりしている
んですよ。ですから freee の導入も、私
にとってはその一環なんです。介護業界
は IT 化が遅れていて、いまだに FAX

文化だし、役所に提出する書類も紙ベー
スなので、「業界の文化を変えなきゃ」
と思っていて。
――効率化しないと、これから高齢者が

増えたら介護業界は大変なことになって

しまいますよね。

田尻　そう、本来は利用者さんに対して
時間を使うべきなのに、作業に時間がか
かっていては……。でも最近、やっとそ
ういう風潮が高まってきて、ケアプラン
も AI で作れるように研究がおこなわれ
ているそうです。介護業界は慢性的に人
手不足と言われていますから、なるべく
少ない人数で効率よく業務を遂行できる
ようにするというのが急務なんです。
――実際に freee は業務効率改善や経営

に役立っていますか？

田尻　週 30 分の稼働で済んでいますか
ら、まったく苦になりませんし、それ以
上に得られるものが違いますね。前は結
果をもらうだけだったので数字を活かせ
なかったんですが、今は数年先の戦略ま
で考えられるようになったので本当にあ
りがたいです。
渡辺　ちゃんと数字が出ていないと未来
の話はできませんからね。田尻さんは普
通の経営者だったら後回しにしがちな数
字の部分を自分で把握されていて、非常
に経営感覚に優れていると感じます。
岡　僕から見ても、田尻さんはアグレッ
シブな経営者ですよ。普通、会社で人事
労務はそんなに比重が高くないんだけれ

ど、ちゃんと従業員のことを考えて、就
業規則や人事制度を変えようとしている。
働きやすい会社にしようと考えている社
長さん自体、珍しいと思いますよ。
田尻　私は介護業界のホワイト企業を目
指しているんです（笑）。じつは社名の

「カラーズ」も、“みんなの個性を活かし
て”という意味なんですよ。そのうえで
自分の親や大切な人に勧められるような
サービスをしていこう、というのが私た
ちのビジョンなんです。うちのような小
さな会社でも、従業員がやりがいを持っ
て地域の一員として働けるということを
発信していきたいんです。実際、離職率
も低いんですよ。

経営戦略パートナーと 
人事戦略パートナー

田尻　私、freee にして何がよかったっ
て、一番大きいのはお２人に出会えたこ
となんです。例えば、前の税理士さんだ
と「先月の帳簿はこうだった」という過
去の話をされるんですが、渡辺さんは未
来の話しかしない（笑）。もちろん、過
去を踏まえてなんですが。そういう意味
で、私自身の視点も大きく変わりました。
お２人のコミュニケーションもすごいん
ですよ。
渡辺　いやあ、士業同士の連携ってとて
も大事だと僕は思うんですよね。例えば、
僕が「社会保険の支払いがおかしいん
じゃないかな？」と思ったとき、メール
の CC に田尻さんを入れて、岡さんと直
接やり取りができればすごくスムーズに
なるじゃないですか。
岡　田尻さんを介す必要がない用件のと
きは、直接チャットワークで連絡を取り
合ったりしていますしね。
田尻　レスポンスも早くて、やり取りも
すごくスムーズだし、本当に心強いです。
今までは「税理士さん＝帳簿を付ける人」

「社労士さん＝手続きをしてくれる人」
というイメージだったのが、「経営戦略
パートナー」「人事戦略パートナー」と
いう位置付けにガラリと変わりました。
今はちゃんと経営戦略ができている。そ
れは freee のおかげですね。

 課 題
★ 田尻さんのシビアな要求に前

任の税理士さんが業務に対応
しきれなかった

★ 自社で数字をリアルタイムに
把握したかった

ステップ１
freeeの認定アドバイザーから税理士
の渡辺さんを見出す

ステップ 2
会社の業務内容とこれまでの経理の
やり方を渡辺さんに把握してもらい、
ムダな業務が発生していないか、経
理のプロセス全体を見直してもらう

ステップ 3
各プロセスで会計 freeeをどう活用
するか、渡辺さんが設計図を作成し、
タグの設定などをルール化。３か月
間のサポート期間を経て自計化

ステップ 4
給与freeeが使いこなせる社労士、岡
さんに給与 freee導入を依頼

ステップ 5
カラーズ・渡辺さん・岡さんの三者
連携がとれるようになり、経営戦略
と人事戦略のパートナーに

株式会社カラーズ
東京都大田区大森西6-2-2 STビル1階
TEL：03-5767-5215
URL：http://www.colors-g.co.jp



「連続取引登録」機能を
使ってみよう！

自計先と記帳代行先が半々というつばめ税理士事務所。志を持って独立開業しましたが、大量に届くレ

シート類の記帳作業にいよいよ心が折れそうになっていたところ、タイミングよく「連続取引登録」に

ついて小耳に挟みました。さて、どんな導入の仕方があり、作業の流れはどうなっているのでしょうか。

設立：2015年４月１日　　住所：東京都品川区西五反田
従業員数：所長１人つばめ税理士事務所 顧問先が来所時に証憑を持ってきたり、

証憑が郵送される場合には、据え置き型
のスキャナ（オススメは下表のKodak 
i2900）で効率的に取り込みましょう。

顧問先への訪問時に回収されている場合
には、持ち運びしやすいハンディスキャ
ナ（オススメは下表のPFU ScanSnap 
ix100）で、いつでもどこでも取り込みま
しょう。

顧問先に協力してもらえる場合には、ス
キャナで取り込んでもらうか、会計freee
のスマホアプリ（App StoreかGoogle 
Playで入手可）から証憑を撮影してもら
いましょう。

仮想ケーススタディ

各シーンに一番適したスキャナは？

STEP 1 スキャナ選び

《《《《《《《《《《《《《 ３ パ タ ー ン の お す す め 方 法 》》》》》》》》》》》》》

郵送／来所時回収 訪問回収 顧問先の協力が得られる

★小さな証憑も詰まらずス
キャンしやすい。

★原稿搬送の他、原稿固定
も利用できる。

★大容量で作業効率がいい。

★紙の材質によっては詰ま
りやすいが、読取速度は速い。

★性能に比較して安く、コ
ストパフォーマンスが高い。

★ハンディなので持ち運び
ができる。

★小さな紙なら2枚同時読
み取りも可能。

★レシートの場合、給紙に気
を使わないと詰まりやすい。

★性能的にはBtoB向けで
はないが、安価なので使い
やすい。

推奨スキャナ
一覧

標準価格
（税抜）

読取速度

最大給紙
容量

特徴 
（弊社所感）

Kodak i2900 Kodak i2620

¥278,000 ¥109,000 ¥48,000 ¥22,000

60枚／分 60枚／分 25枚／分 11枚／分

250 枚 100 枚 50 枚 1 ～2枚

PFU
ScanSnap ix500

PFU
ScanSnap ix100

f r e e e

活用講座

【第２回】

大量に受け取ったレシート類（証憑）を整理して１枚ずつ記帳するのは、
手間も時間もかかるもの。そんなときは「連続取引登録」の出番です。
レシート類をデータ化するだけで、日付・金額の推測に加えて、
科目や補助の推測も可能になりました。

入力作業、取引内容の確認、時間の有効活用、ファイリング……
諸々の悩みを解決したいなら、まずは証憑をデータ化しましょう。
証憑回収のパターンに合ったベストなスキャナをご紹介します。

つ
ば
め
税
理
士
事
務
所
の
課
題

こんにちは、高木です。
今回は、会計freeeの新機能、
「連続取引登録」の

使い方をマスターしましょう。
これ、従来の「スキャンで経理」と
「高速登録」を統合して

利便性を上げた機能なんです！

ナビゲーター 

高木 悟

スキャンをすると紙を
預からなくて済むので、

管理コストや
作業場所の制約を
無くせます

スキャンでデータ化すれば、大量の証憑をまとめて取り込むことが可能。
タクシーの領収書など小さな証憑をまとめてスキャンしても、画像をfreeeにアップロードする際に
「画像内の複数レシートを分割する」にチェックを入れれば、複数のファイルとして取り込めるんです！

入力作業（キーパンチ）が多すぎ
る。こんなことをするために税理
士になったんじゃないのに……。
もっと付加価値を提供したい……
が、現状では時間が足りない。

記帳代行のために預かる大量の資
料と、そのファイリング（本当は
やりたくないけれど、顧問先もカ
ツカツなので仕方がない……）。
資料の保管には気を使う！

顧問先に取引の中身を確認するの
がとても手間。領収書の原本はこ
ちらの手元にあるから、先方に確
認してもらうのに口頭でもメール
でも伝えづらい！

日中はなるべく顧問先を回って経営
相談の時間に充てたいが、入力作
業は事務所に戻らないと無理。外
出中のスキマ時間を活用して記帳
の手間を減らせないだろうか？

課題 1 課題 3

課題 2 課題 4

スキャンの
メリット
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手順①　スキャナを有線、またはWi-FiでPCと接続します。
手順②　データ形式を任意に設定します（推奨はJPEG）。
手順③　証憑を整えてスキャンします。

手順①　会計freeeのスマホアプリをダウンロードします。
手順②　ログイン後、アップロードボタンを選択します。
手順③　証憑を撮影すれば、freeeへの取り込みは完了です。

STEP 2 データ化

《《《 ス キ ャ ナ を 使 う 場 合 》》》

《《《《《 写メで撮る場合》》》》》

連続取引登録は、
画像データを

取り込まなくても
現預金の

出納帳としても
使えます

freeeが自動的に
覚えてくれるので、

どんどん
便利になります！

連続取引登録は、
画像データを

取り込まなくても
現預金の

出納帳としても
使えます

便利になります！

証憑を画像データにする

詳しい手引書は下記からダウンロードできます。

⇒http://goo. gl / 72M7rC

手順①　freeeにログインします。
手順② ［取引］→［ファイルボックス］を選択します。
手順③　PC上の画像データをドラッグ＆ドロップすれば、
　　　　freeeへの取り込みは完了です。

［設定］→［取引テンプレートの設定］から、事前に仕訳の雛型（従

来ソフトの仕訳辞書/伝票辞書に該当）を作成しておきます。入力画

面で選択しやすくするために、テンプレート名の頭に使い慣れた辞書

コードを入れておくと入力がスムーズです（「勘定科目コード＋連

番」等がオススメです）。

《例》

例えばタクシー代の場合、「交通費：タクシー」というテンプレートを作

り、勘定科目に「旅費交通費」、品目に「タクシー代」と登録します。この

ように特定の取引について毎回同じ内容を入力する項目を事前に登録

してしまうことで、以降の入力を省略する準備が完了します。

［取引］→［連続取引登録］を開くと、画面最下部に取り込んだ画像

データが一覧で並んでいるので、そのどれか１つをクリックすると入

力項目の下部に選択した画像データが拡大されて表示されます。その

際に日付と金額がOCR推測されるので、まずは日付と金額が合ってい

るかチェックしましょう。

日付と金額を確認したら、次はテンプレートを選択します。テンプ

レート名の頭に付けたコードを入力すると候補が絞られるので、該当

のテンプレートを選択すれば事前に登録した勘定科目・取引先・品

目・部門・メモ・備考が入力されます。内容に問題がなければ、Enter

キーで登録完了。次の証憑データに移りましょう。

連続取引登録では、freeeが証憑

画像から読み取った電話番号と入

力した仕訳情報を紐付けて記憶し

てくれるので、2回目以降は全項

目が推測された状態になります。

使い込んで自動化を進めていきま

しょう。

freeeのファイルボックスに入れる

STEP 3 記  帳

その他の
便利機能

前ページの各ケースに合わせて、実際に証憑をス
キャン／撮影してみましょう。画像データにした
ら、あとはfreeeのファイルボックスにデータを
入れれば準備は完了。

連続取引登録で
記帳を半自動化
取り込んだ証憑の画像データから記帳作業をおこ
ないましょう。証憑画像と仕訳の内容をfreeeが
記憶していくので、この機能を使えば使うほど記
帳の半自動化を進められます。

［連続取引登録］画面上部の［種類］を切り替えれば、「現金・預
金」だけでなく「掛取引」や「口座振替」も選べます。さらにショート
カット［Shift+Ctrl+3］を使えば、複合仕訳を登録することもできます。

1

2

日付と金額が
読み込まれているのを確認

1 下準備で設定した
テンプレートを入力

2

取引の雛型を作成する下準備

理想形

自動的に
数字が読み
込まれる

取引テンプレートを使うと…

電話番号で推測してくれる

自動で反映
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入力代行サービス徹底比較

¥8,000

2017年 8月より全アドバイザー様を対象に「通帳データ化サービス」の提供を開始いたします。
これは、預金通帳の画像データをfreeeにアップロードしていただければ、
弊社側でデータ化をおこなうアウトソーシングサービスで、
インターネットバンキングを持たない顧問先様の仕訳自動化も可能になります。
本サービスを活用して、さらなる省力化を進めていただければと思います。 ★仕訳入力代行サービスの比較

設定工数、確認工数がサービス選びの肝！

　主な仕訳入力代行サービスと比べてみると、完全従量課
金制・従量単価ともに、価格面ではfreeeに分があります
が、勘定科目や補助科目等の仕訳情報の入力まではおこな
わないため、自動仕訳ルールの整備が併せて必要になりま
す。それさえクリアすれば、基本料金が不要なため、負荷
の大きい年一顧問先の省力化等にも活用しやすいのが大き

なメリット。
　各社のサービスを比較する上では、単純な料金比較ではな
く、自動仕訳ルールの設定工数と外部で入力された仕訳内容
の確認工数まで、天秤にかけて検討するのが正しい比較方法
となるでしょう。また、他社サービスは領収書や請求書も
データ化の対象となるため、その点も考慮して検討する必要
があります（freee での領収書／請求書の省力化は p.28 でご
紹介する「連続取引登録」でおこなえます）。

　会計事務所から「入力業務」を切り離す２つの新潮流、
自動化とアウトソーシング化。従来から繁忙期におこなわ
れてきた「親族の手を借りる」「臨時で人を雇う」といった
アウトソーシングと、専門の入力代行サービスを利用する

ことの最大の差は、品質を担保するための管理・監督を代
行先が担ってくれること。当然、最終的な責任は会計事務
所が担う必要があるものの、チェックだけにフォーカスで
きる点では非常に有効な選択肢と言えます。

インターネットバンキングがなくても自動で経理！
「通帳データ化サービス」のご案内

★サービスの利用イメージ

freee内で「通帳データ化を依頼」の
ボタンをクリックします。

サ
ー
ビ
ス
内
容

料
金

freee
通帳データ化サービス

S社
会計事務所プラン

なし

M社
会計処理センター

作業範囲

基本料金

従量単価

料金例
（通帳1000行を
データ化
した場合）

対象

納期

・従量単価で1000行

2営業日以内 1営業日以内 単価によって変動

¥8 ¥20
（手書きは¥12）

¥11～40
（内容によって変動）

¥35,000
（その他サービス含）

¥12,000
（100仕訳含）

¥30,000
・基本料金で100行
・従量単価で900行

・従量単価で1000行
・３営業日／科目記載無
　を想定
・5依頼に分けた想定

¥54,000

日付／金額／摘要
（データ化代行）
※仕訳ルールで処理

日付／金額／摘要／
勘定科目／補助科目
（仕訳入力代行）

日付／金額／摘要／
勘定科目／補助科目
（仕訳入力代行）

通帳／現金出納帳
（画像データのみ）

通帳／現金出納帳
領収書／請求書
（画像データのみ）

通帳／現金出納帳
領収書／請求書
（原本／画像データ）

設定

　主な仕訳入力代行サービスと比べてみると、完全従量課
金制・従量単価ともに、価格面ではfreeeに分があります
が、勘定科目や補助科目等の仕訳情報の入力まではおこな
わないため、自動仕訳ルールの整備が併せて必要になりま

料
金

❶ 依頼フォームにて事業所名や
口座名などの情報を送信します。❷

データ化を依頼する通帳の
画像データをアップロードします。❸

2営業日以内に明細データを
取り込んだ状態で納品します。❹

★インターネットバンキングを持っていない顧問先
でも自動仕訳の機能が使えるようになる

★p.28でご紹介している「連続取引登録」と併せれ
ば、預金仕訳と現金仕訳の双方で仕訳入力の省力
化が可能

★従来の入力代行サービスと違い、こだわりのある
仕訳情報は自動仕訳ルールに寄せることができる

※従来の仕訳入力代行は勘定科目や補助科目の情報が思い通り
にならず、修正の手間が発生することが多いが、本サービスは
日付／金額／摘要のみをデータ化し、その他の情報は自動仕訳
ルールに寄せるため、税務担当者の思い通りの仕訳が可能。

〈お問い合わせ先〉
「通帳データ化サービス」提供条件等の詳細は、
以下のメールアドレスまでお問い合わせください。　
advisor@freee.co.jp

通帳データ化サービスの利用メリット
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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～
会計freee

会計freee

人事労務freee

人事労務freee マイナンバー管理freee 申告freee

ライト

1,980円／月（税抜）

19,800円／年（税抜）

ライト

1,980円／月（税抜）

基本料金

0円 20万円／年

ビジネス

3,980円／月（税抜）

39,800円／年（税抜）

エンタープライズ

利用者追加

利用者追加

ASK

スターター

 980円／月（税抜）

9,800円／年（税抜）

スタンダード

1,980円／月（税抜）

19,800円／年（税抜）

プレミアム

39,800円／年（税抜）

個人事業主プラン

■毎月の給与事務
勤怠管理（勤務カレンダー）、給与計算
従業員による勤怠打刻機能 ★
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・厚生年金保険被保険者資格喪失届の作成 ★
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 ★
雇用保険被保険者離職証明書の作成 ★
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
電話サポート ★

■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）
連続取引登録（スキャンで経理）
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（全銀フォーマット）の作成 A
定期請求・合算請求機能 B
経費精算機能（申告・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

■決算・分析資料の作成（CSV、またはPDFで出力可）
賃貸対照表、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（賃借対照表、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

プラン別利用可能機能は以下の通り

ライト 基本機能 + AD
ビジネス 基本機能 + ABCD
エンタープライズ 基本機能 + ABCDE  

3名利用まで0円
4名以降の追加料金
月額
300円（税抜）／人
年額
3,000円（税抜）／人

3名利用まで0円
4名以降の追加料金
月額300円（税抜）／人

+

+

法人プラン

基本料金

（税抜）
※年額払いのみ

※年額払いのみ

※年額プラン選択の場合

※ビジネスプランについては弊社にお問い合わせください

「会計 freee（法人プラン）」
もしくは「人事労務 freee」の

利用が条件

弊社にお問い合わせください

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

※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】が必要になります（ただし、個人所得税と消費税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。

【料金プラン及び機能一覧は、2017 年 8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】

法人プラン

スターター 基本機能 のみ
スタンダード 基本機能 + AB
プレミアム 基本機能 + ABCD  

個人事業主プラン

プラン別利用可能機能は以下の通り

ライト 基本機能 のみ
ビジネス 基本機能 + ★認定アドバイザー向け機能の使い方詳細は

ヘルプページをご確認ください
URLはこちら
http://goo.gl/ZDmPn6



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のプロダクツを生み出す根幹、「Hack Everything」です。

「マジ価値」を実践するための行動指針が「Hack Everything」と
「理想ドリブン」。

自分が取り組んでいることや持ちうるリソース（＝Everything）の性質を深く理解したうえで、
それらを最大限活用するような枠超えの発想（＝Hack)で、より生産性の高い課題解決を目指
している。なかでも一番大事なHackは、“楽しくする”こと。何ごとも楽しくなるだけで生産性
は上がる。「freeeを使って経理が楽しくなった」――そんなHackを多く届けていきたい。

freeeはこんな会社です！第２回

組 織 に 根 差 す ５ つ の 価 値 基 準

Pick up Voice!  会計業界の変革にHackで挑む社員たち

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

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 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

組 織 に 根 差 す ５ つ の 価 値 基 準

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
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「Hack Everything」とは？

PR＆マーケティング／執行役員

川西康之
freeeはただ会計ソフトを販売するだ
けでなく、会社経営の在り方や人々
の働き方を変える新しい価値観を提
供していける会社。それをなるべく
多くの方々にお届けするのが私の役
目です。そのためにAIとメンバーの力
を掛け合わせ、多様な工夫をHackで
きる、世界に通用するマーケティン
グチームを目指しています。

アドバイザーサポート

有泉真由美
既存の枠に捉われず、発想を転換し
て新しいものを生み出すのは、人の
力でないとできません。それを実現
してくれるのがHackの考え方。私が
担当している「通帳データ化サービ
ス」もHackから生まれました。これ
からも、より多くの人にfreeeの世界
観をお届けできるように、日々Hack
を心がけていきます。

パートナー事業本部

小原史明
人のリソースは誰しも1日24時間。そ
れを最大化していくのは重要な課題
です。私たちのチームはfreeeをその
解決策として使っていただけるよう、
会計事務所様への直接訪問だけでな
く、テレビ電話等を使ったインサイ
ドセールスを強化しているところで
す。“いつでもコミュニケーション
がとれる”――それもHackの１つ。

パートナー事業本部

松浦聡子
ひと口に会計事務所と言っても、抱
える課題や悩みはさまざまです。そ
の個別の課題までHackして、本当に
必要な情報をカスタマイズして会計
事務所様にお届けしたい。そのため
にマーケティングにも自動化を組み
込めないか、チームで挑戦していま
す。皆さまの常識を超えたマーケ
ティング、ご期待ください。

社員の声をご紹介

Hack
Everything

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。


