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はやぶさ 第２０１号   ２０１６年０９月０９日(金） 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

★最近目覚ましく進化している IT 技術を中小企業で活用する★ 

 

著者：（株）I&C・HosBiz センター 

                 石川 昌平 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

第２０１号を発信します。２０１６年０９月０９日(金） 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

【タイトル】★最近目覚ましく進化している IT 技術を中小企業で活用する★ 

 

                         １０回シリーズ：その５ 

 

著者：（株）I&C・HosBiz センター 

 

                 石川 昌平 

 

第５回 業務アプリケーション（その２）MF クラウド会計（マネーフォーワード社）の 

    商品解説 

 

前回の第４回で。クラウド会計ソフト 「fｒｅｅｅ」を、今回の第５回で「MF クラウド 

会計」を解説します。次回の第６回では既存のソフトメーカー：「弥生、OBC、PCA」に 

ついて解説します。 

また、第７回はクラウドERP【クリアワークス】と各会計ソフトのコスト比較について解説 

します。 

第８回は会計以外の業務アプリケーションソフトについて解説します。 

第９回と最終回の第１０回は今話題の「ItoT」の現状と将来像を解説します。 

当初は７回の予定でしたが１０回に変更します。 

 

（１）クラウド会計ソフト：MF クラウド会計の概要 

  ＦＲＥＥＥ社はインターネット上では「クラウド会計 Freee」を前面に押しだして 

  おりますが、マネーフォーワード社は一度ＨＰのトップページに入った後に提供 
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サービスメニューの中から「会計・確定申告」のメニューを選ぶようになっています。 

 

 １）キャッチフレーズの検証 

 

  ①みんなが選ぶ会計ソフト 多くの中小企業経営者・経理担当者が選んでいるクラウド 

   型会計ソフト ユーザー数・純増 Ｎｏ．１ 

   （著者注：導入ユーザー数では４０万と freee の６０万に及ばないため、この表現を 

    使っていると思われる。） 

   そして、「資料のダウンロード」のアイコンを貼りつけている。 

 

  ②40万人が利用  

サービス正式開始からわずか1年半で40万ユーザーを突破。今、一番伸びている 

クラウド型会計ソフトです  

 

  ③MF クラウド会計が選ばれる理由 

・面倒な作業はすべて自動化！ 

明細データの自動取得、仕訳の自動入力で、これまで時間がかかっていた会計業務がラクに 

なります。 

・完全無料で自動アップデート 

税法改正や消費税の増税にも自動アップデートで対応。パッケージ型の会計ソフト 

と異なり全て無料で更新します。 

   ・いつでもどこでも利用できる 

従来のパッケージソフトとは違い、時間・場所問わず利用可能なため、会社の 

パソコンがなくてもご利用いただけます。 

 

  ④初心者も経験者も安心して使えます 

・いつでもどこでも利用できる 

従来のパッケージソフトとは違い、時間・場所問わず利用可能なため、会社の 

パソコンがなくてもご利用いただけます。 

   ・MF クラウドに詳しい税理士をご紹介 

税務や申告でお悩みの方には、MF クラウド会計・確定申告の使い方を熟知した 

税理士を無料でご紹介。 

「MF クラウド公認メンバーをお探しの方こちら」のページに飛ぶ。 

   ・会計ソフトからの乗り換えも簡単・スムーズ 

他社会計ソフトからの移行にも対応しています。ソフトの乗り換えにも配慮して 

いるので、移行ストレスを感じることなくご利用いただけます。 

 

  ⑤導入企業の活用事例 

・ChatWork 株式会社 

https://biz.moneyforward.com/advisors?from=ca-top&to=advisors
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「MF クラウド会計」の導入で帳簿作成にかかっていた時間が月２０時間短縮。 

「業務時間削減のコツとは」のページに飛ぶ。 

・ウォンテッドリー株式会社 

これまで監査の時に時間をかけていた情報共有の手間が大幅に削減。 

「業務を効率化したデータ共有とは」のページに飛ぶ」。 

・株式会社久松農園 

「MF クラウド会計」を活用することで本業への集中が可能となりより良い経営を 

実現。 

「本業への集中を実現するとは」のページに飛ぶ。 

・ユーザーインタビュー 動画配信中！ 

MF クラウド会計・確定申告で業務改善・経営の見える化に成功したユーザーの 

生の声をご覧いただけます。 

・活用事例をもっと見る（２２社の事例あり） 

 

⑥充実のサポート体制 

・電話サポート 

・メールサポート 

・チャットサポート 

・訪問サポート（有料） 

 

  ⑦MF クラウド会計が安心な理由 

・大手金融機関の出資 

 複数の大手金融系企業から信頼を受け、出資いただいています。 

・セキュリティマークの取得 

 個人情報保護第三者認証プログラムのグローバルスタンダードである TRUSTe の 

認証を取得済です。 

・暗号化して厳重に管理 

 お客様のメールアドレスや口座へのアクセス情報は暗号化して厳重に管理して 

います。 

・取引用暗唱番号は不要 

 必要な情報は、取引明細を確認するために必要な ID とパスワードのみ。クレジット

カード番号も不要です。 

 

 ２）中身の検証 

   

  ①自動化 

   ・銀行やクレジットカードの取引明細データを自動で取得  

・取得した取引明細に対応する勘定科目を自動で提案  

・さらに一度確定した内容は自動で学習 
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・銀行やクレジットカードだけでなく、決済・POS・クラウドソーシング等とも 

連携可能 

 

  ②クレジットカード明細情報は毎日リアルタイムで入手可能 

 

  ③電子証明書ログインの自動取得に対応 （日次で取得） 

・インターネットバンキングの法人口座で主流となっている電子証明書ログインが 

必要な口座の明細データの自動取得にもクラウド型会計ソフト業界で初めて対応。  

また対応金融機関も 1095 金融機関と、多くの金融機関に対応。 

 

  ④他社会計ソフトからの切り替え対応 

   ・弥生会計・会計王・勘定奉行・やるぞ！青色申告・freee・JDL・PCA・財務 

応援・ミロク・A-SaaS・CASH RADARからの仕訳データインポートに対応。 

 

  ⑤分析アプリに対応 

   ・会社の経営状況を簡単に把握することができるiPhoneアプリに対応。  

キャッシュフロー分析、収益・費用分析、口座別の残高確認がアプリで可能。 

 

  ⑥財務指標 

   ・ローカルベンチマークの６財務指標に対応。 

    （注：ローカルベンチマークは経済産業省が金融庁の事業性評価を行うツールと 

して開発されたものです） 

 

  ⑦費用レポート 

   ・補助科目と勘定科目小計まで出力可能。 

 

  ⑧連携ソフト 

   ・給与計算ソフト 「MF クラウド給与」 

   ・請求書作成ソフト「MF クラウド請求書」 

   ・経費精算システム「MF クラウド経費」 

   ・入金・消込ソフト・システム「MF クラウド消込」 

   ・マイナンバー管理システム「MF クラウドマイナンバー」 

 

 次回、第６回は「業務アプリケーション（その３）クラウド型の弥生、OBC、PCA」 

について解説します。 

 

ご質問、ご意見のある方は、以下のメールアドレスでお願いします。 

 

   happy@keiei-tokkunshi.jp 

mailto:happy@keiei-tokkunshi.jp
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ セミナーのご案内 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

◆会計事務所向け： 

 

「会計事務所経営 セミナー」：第３回以降のお知らせ 

 

・場所（３,４,５回）東京メトロ 日比谷線/茅場町/５番出口 中団連（全国中小企業会館 ４F） 

・参加費 １,000 円（ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ手引書、教材付） 

 

 ご案内は、後日掲載します。１１，１２月の開催日が変更になっています。 

 

１）第３回：2016 年１０月０７日（金） 14：30～17：00 中団連会議室（茅場町） 

２）第４回：2016 年１１月１０日（木） 14：30～17：00 中団連会議室（茅場町） 

３）第５回：2016 年１２月０６日（火） 14：30～17：00 中団連会議室（茅場町） 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

■「かかりつけ医インターン養成講座」の開催ご案内（全６回コース） 

 

・開催場所 一般社団法人 日本中小企業団体連盟 会議室 

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 2-8-4 全国中小企業会館 5 階 

      東京メトロ 茅場町駅 日比谷線・東西線 ５番出口 徒歩 １分 

 

・開催時間：10 時～１６時 

 

第１回 09／27（火） イノベーションの時代：戦略的経営計画のつくり方 

第２回 10／11（火） ビジネスドック（経営の健康診断）の活用方法 

第３回 10／25（火） 制度会計とマネジメント会計（部門別管理会計） 

第４回 11／08（火） 中小企業金融政策と金融機関との上手な付き合い方 

第５回 11／22（火） 食プロ・６次産業の取り組み方 

第６回 12／１3（火） わが社の経営計画と経験交流 

 

  ◆受講修了者には次の特典があり、プロコンサルタントになる支援をいたします。 

 

【１】「かかりつけ医インターン」へは、実力に応じて「ビジネスドック＝企業の健康 
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診断」を委託いたします。 

診断依頼先への現地調査を兼ねたプレゼンには、“かかりつけ医”に同行して、経験 

を積むことができます。 

【２】診断先から、経営支援依頼があった場合は、“かかりつけ医”と共に経営支援を 

インターンシップでノウハウを体得します。 

【３】経営支援先との信頼関係が出来たら、担当「かかりつけ医インターン」として、 

“かかりつけ医”に代って、PDCAをすすめます。“かかりつけ医”は、必要時に 

経営支援をサポートします。 

【４】経営支援先での実績が評価された時は、担当“かかりつけ医”として推進して、自分

の顧問先となります。（原契約は Hosbizで、経営支援料金や業務委託料は、担当 

する専門分野と仕切りルールによって決めます） 

【５】プロコンサルタントとして自立を支援！ 

顧問先が増えてくれば、収入もあがり安定してきますので、自前で独立開業するのに 

比べて、確実にプロ経営コンサルタントになれると共に、他の専門家やビジネス 

パートナーとの交流、経営支援ツール、ライブラリーやクラウドネットワークの活用 

により、幅広く持続的な活動ができ、生涯現役も実現できます。 

 

 ◆参加費 一般 150,000 円(税別) 会員 100,000 円（税別） 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

■経営特くんゲーム（マネジメントゲーム）のお知らせ■ 

 

◆第５２回以降の「トライアルゲーム」◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

 日程が決まりましたのでお知らせします。 

  

 １）第５２回  ９月２４日（土） 1３:０0～1８：０0 

 ２）第５３回 １０月２２日（土） 1３:０0～1８：０0 

 ３）第５４回 １１月２６日（土） 1３:０0～1８：０0 

 

●開催場所「経営特訓道場」 

JR 駒込駅南口 徒歩７分 

東京メトロ南北線駒込駅 1 番出口 徒歩６分 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
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◆経営特訓士資格認定講座◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

次回以降の認定講座は、以下の通り決まりました。 

 

１）１０月１４日（金）、１５日（土） 10：00～18：30 

 

開催場所「経営特訓道場」 

JR 駒込駅南口 徒歩７ 分 

東京メトロ南北線駒込駅 1 番出口 徒歩６分 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

◆経営特訓士インストラクター資格認定講座◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

次回以降のインストラクター認定講座は、以下の通り決まりました。 

 

１）１１月１１日（金） 10：00～18：30 

 

開催場所 「経営特訓道場」 

JR 駒込駅南口 徒歩７ 分 

東京メトロ南北線駒込駅 1 番出口 徒歩６ 分 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

◆◆はやぶさ 第２００号達成・感謝キャンペーン◆◆◆◆◆◆◆ 

  お蔭さまにてこの年末で４周年を迎えます。皆様のご愛読に感謝いたしております。 

 

マイナンバンー元年 ★手引書・無料プレゼントのご案内★ 

  本年 1 月 1 日より、マイナンバー制度の運用が始まりました。 

  皆様、現場に展開しておりますか？ 

  ご愛読者の皆様への感謝としまして。「無料」で進呈します。 

 

◆この年末から源泉徴収票への利活用が始まります。 

繁忙期に入る前に準備をいたしましょう。 
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     手順通りやれば誰にでもできる 

マイナンバー制度導入運用手引書 定価：1000円＊無料進呈     

  

＜目次＞ 

１）推進体制と責任者を決める 

      ２）従業員に説明するとともに、協力を依頼する 

      ３）税理士や社会保険労務士等への業務委託 

      ４）個人事業主取引先のリストアップとマイナンバー提供依頼 

      ５）安全管理措置の実施・・・・・始業／終業点検の実行 

      ６）保管管理の実施や廃棄等のルール化 

      ７）2016 年に実施する課題の準備をする（現法令の場合） 

      ８）付表 MyNa 問診シート 

 

   ＊お申込みは下記のメールアドレス宛に、  

「お名前、社名、所属部署、〒・住所（必須）、URL（ある場合）」を 

ご記入の上、メールしてください。 

 

     happy@keiei-tokkunshi.jp  

   

◆クロネコ DM 便でお送りします◆ 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

◆経営相談は 

 

     http://hosbiz.net/pdf/20150527_02.pdf 

 

を開き、「問診シート」をプリントして、必要事項をご記入のうえ、FAX ください。 

 

    FAX ： ０３－５８３２－９４０４ 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

一般社団法人 経営特訓士協会（略称：ＫＴＧＡ） 

mailto:happy@keiei-tokkunshi.jp
http://hosbiz.net/pdf/20150527_02.pdf
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   URL http://keiei-tokkunshi.jp/?mail 

    

アドレス：happy@keiei-tokkunshi.jp 

 

発行責任者： 理事長 平本 靖夫、  編集長：石川 昌平 

 

配信解除ＵＲＬ：配信停止をご希望の際は、以下のアドレスをクリックしてください。 

 

 https://1lejend.com/stepmail/delf.php?no=300444 

 

http://keiei-tokkunshi.jp/?mail
mailto:happy@keiei-tokkunshi.jp
https://1lejend.com/stepmail/delf.php?no=300444

