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社名 株式会社マネーフォワード

事業内容 インターネットサービス開発

設立 2012 年 5月

代表者 代表取締役社長 CEO 辻 庸介

取締役
瀧 俊雄
都築 貴之
市川 貴志

金坂 直哉
中出 匠哉
坂 裕和

社外取締役
車谷 暢昭
田中 正明
倉林 陽

監査役
上田 洋三
田中 克幸
瓜生 英敏

所
在
地

本社 〒 108-0023
東京都港区芝浦 3-1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワー S 21F

北海道支社 〒 060-0061
北海道札幌市中央区南一条西 4-5-1 札幌大手町ビル 3F

東北支社 〒 980-0021
宮城県仙台市青葉区中央 2-2-10 仙都会館 5F

東海支社 〒 450-0002 
愛知県名古屋市中村区名駅 2-41-10 アストラーレ名駅 7F

京都支社 〒 600-8413
京都府京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町 680-1 第八長谷ビル 2F

関西支社
（1月まで）

〒 541-0041
大阪府大阪市中央区北浜 1-1-27 グランクリュ大阪北浜　

関西支社
（2 月より）

〒 541-0042
大阪府大阪市中央区今橋 2-5-8 トレードピア淀屋橋 9F

九州・
沖縄支社

〒 810-0041
福岡県福岡市中央区大名 1-12-57 福商会館 3F

グループ会社

MF KESSAI 株式会社（https://corp.mfkessai.co.jp）
MF HOSHO 株式会社
株式会社クラビス（https://klavis.recruitment.jp）
マネーフォワードファイン株式会社
マネーフォワードフィナンシャル株式会社（https://corp.mf-financial.jp）
mirai talk 株式会社（https://miraitalk.com）
株式会社ナレッジラボ（https://knowledgelabo.com）
株式会社ワクフリ（https://wakufuri.com）
Money Forward Vietnam Co., Ltd.
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あけましておめでとうございます。旧年中はひとかたならぬご愛
顧にあずかり、誠にありがとうございました。全社員を代表し、改
めまして厚く御礼申し上げます。

昨年は、フィンテック業界が日本経済のトピックとして多くのインパ
クトをもたらした一年となりました。4月には経済産業省が発表した

「キャッシュレス・ビジョン」において、日本のキャッシュレス決済比
率を現状の 20％から将来的に 80% まで引き上げる方向性が示され
ました。また、年末にかけて国内 QRコード決済サービスの競争が
一気に加速したことは皆様の記憶に新しいところかと思います。

このような中、中小企業向けの「マネーフォワード クラウド」は
3,000 を超える会計事務所様にご導入いただくサービスに成長。
また、個人向けのお金の見える化アプリ「マネーフォワード ME」の
ユーザーは 700万人を突破いたしました。

本年も、当社は会計事務所様とともに中小企業の生産性向上、ひ
いては日本経済の活性化に貢献することを目指していきたいと考え
ております。

会計事務所様におかれましては、特に以下の点で価値を感じてい
ただくことができるよう、サービスの改善に努めてまいります。

1  入力から監査までの工数削減、生産性向上

領収書や請求書等のアナログデータ（ 紙の証憑 ）をスキャ
ンするだけで、原則 1営業日以内に会計データに変換できる

「STREAMED」（※ 1）は、2018 年に多くの会計事務所様にご導
入いただきました。実際に「STREAMED の活用により、記帳業務
コストのみならず、採用・教育・マネジメント・退職に付随する様々
なコストの削減が可能になった」というご感想を多く頂戴しており
ます。

また、経営分析クラウドサービス「Manageboard（マネージボー
ド）」（※ 2）は、会計事務所様の残高照合、摘要チェックといった
監査業務の一部を自動化する AIチェック機能を実施致しました。
こちらの機能は、「新規顧問先獲得が進む一方で税務担当者の採用
が追い付かない」といった課題をお持ちの事務所様より、多くのご
期待を寄せていただいております。

「STREAMED」「 マ ネ ー フ ォ ワ ー ド ク ラ ウ ド 会 計 」
「Manageboard」の 3 つのサービスを通じて、会計事務所様の入
力～監査までの工程にかかる工数を劇的に削減し、企業の業績を
タイムリーに把握できる世界を目指して、各サービス間のシームレス
な連携を実現してまいります。

2  顧問先様への提供付加価値の向上

少子高齢化の背景のもと、経理担当者の世代交代が進み、人手
不足による新規採用が困難になる中、記帳業務だけではなく経理
業務全般を自動化したい、もしくは会計事務所様にすべてお任せし
たいと考えている中小企業経営者の方は益々増えていくことが予想
されます。

「マネーフォワード クラウドシリーズ」は、会計以外にも請求書・
給与・経費精算・マイナンバーとラインナップを拡充しております。
本年も各サービスの使い勝手を向上させると共に、外部クラウド
ツールとの連携を強化し、顧問先様の IT 化支援や経理代行業務に
ご活用いただくための機能改善を進めてまいります。

また、「Manageboard」では会計データを元にした予算実績分
析・キャッシュフロー予測を簡単に実施することができます。会計
事務所様が記帳業務で削減した時間を活用し、管理会計や資金調
達のコンサルティングといった新たな付加価値提供を実現していた
だくための機能を拡充いたします。

3  サポート体制の強化

上記①・②の実現のためには、サービスとしての機能改善のみな
らず、安心して導入を推進していただくためのサポート体制が不可
欠となります。顧問先様への提案方法から所内の業務オペレーショ
ンに至るまで、事務所様・顧問先様のクラウド化実現に必要なサポー
ト体制を強化し、会計事務所職員様向けの教育プログラムを充実さ
せてまいります。

最後になりましたが、皆様におかれましては、日々サービスに関
する多くのご意見・ご要望を頂戴し、心より御礼申し上げます。

「マネーフォワード クラウド シリーズ」にはまだまだ改善すべき
点が多くございますので、引き続き皆様に喜んでいただけるような
サービス開発、提供に努めてまいります。

2019年も引き続き皆様のご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願い
いたします。本年が皆様にとって素晴らしい年になりますよう、社員
一同お祈り申し上げます。

マネーフォワード 代表取締役社長 CEO
辻 庸介 （つじ ようすけ）

京都大学農学部を卒業後、ペンシルバニア大学ウォー
トン校 MBA 修了。ソニー株式会社、マネックス証券
株式会社を経て、2012年に株式会社マネーフォワード
設立。新経済連盟の幹事、経済産業省 FinTech 検討
会合の委員も務める。

新 年 の ご 挨 拶

※ 1）2017年 11月にマネーフォワードグループにジョインした株式会社クラビスが提供す
る経理の記帳業務の自動化に特化したソフトウェア。
※ 2）2018 年 7月にマネーフォワードグループにジョインした株式会社ナレッジラボが提供
する経営分析クラウドソフト。
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INTERVIEW

税理士法人川原経営の
川原 丈貴様に
インタビューを行いました。

No.01

会 計 事 務 所
インタビュー

「お客様」の成長が「社員」の成長につながり、
「社員」の成長が「会社」の成長につながる

　1967年 12月に設立し創業 51年になる、医業に完全特化
した税理士法人です。創業当時は、医業全体が右肩上がりに
成長をしており、数字を見て経営をするという考えは一般的
ではありませんでした。そんな中、必ず医業にも経営が必要
な時代が来ると創業者の川原 邦彦は考え、日本で初めて医業
に特化した会計事務所として、医業界内に経営という考えを
普及させてきました。また、医業経営支援に特化した、全国
100 を超える会計事務所が所属する団体「MMPG」を創設
し、現在、理事長として活動しています。

Q. 税理士法人川原経営様について教えてください

　「お客様に貢献し、以て会社と社員の繁栄を実現する」を経
営理念として掲げ、「お客様への貢献を通じて、医療・福祉界

Q. 経営理念や大事にしていることを教えてください

　幸いにしてお客様は順調に増えていましたが、採用難とい
うこともあり、すぐに人を増やすことができませんでした。
業務が増えるにもかかわらず人は増えないため、事務所全体
の業務負荷が過大になっており、なんとか業務を軽くしたい
と思っていました。そのため、業務の効率化・標準化を検討
する部署を設け、2年がかりで他社のサービスと比較検討し、
実験的な試用を経て本格的に全社に展開しました。

　導入の決め手は、ソフトとしての使いやすさと、顧問先に
導入する際にマネーフォワードの担当者が現場に同行してく
れるなどサポートが手厚かったこと、また当社の要望に対す
る対応が迅速だったことがあります。

Q. 「マネーフォワード クラウド会計」導入の
 経緯をお聞かせください

川原 丈貴様

税理士法人川原経営
代表社員

の健全発展に律する」を一番大事なミッションであると考え
ています。私どものお客様は、「医療を通じて地域住民に貢
献したい」という思いを持っており、その実現のためには経
営基盤を安定させる必要があります。お客様の物心両面へ貢
献することが、医療・福祉界の健全発展につながると考えて
います。

　また、当社の社員は、医療・福祉・介護を良くしたいとい
う強い思いを持って入社をしている者がほとんどです。その
ため、「日本の社会保障を支える仕事」であることに誇りを
持っています。「お客様」の成長が「社員」の成長につながり、

「社員」の成長が「会社」の成長につながるため、この３者の
バランスが非常に大事になります。
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試算表作成が４日から４時間に短縮

　私どもの顧問先は医療機関がほとんどですが、多いところです
とひと月に 700 ～ 800 本の仕訳作業があります。担当者が訪問
し、経理・財務資料集めに 6時間、会社に戻ってからの入力処理に
3日なので計４日はかかっていました。これが導入後には、朝 10 時
に訪問しその日の14時に試算表が出来上がり、その場で報告して
帰ってこられるようになりました。「4日が 4時間」に短縮できたわ
けです。試算表の作成がスピードアップしたことで、顧問先は、そ
れまで翌月に取引銀行に見せていた試算表をひと月早く見せられる
ようになりました。その結果、融資の条件がよくなったという事例
も伺っています。

　導入のためには初期設定といった業務が一時的に増えますが、
それを乗り越えれば驚くほど時間が短縮されますし、負担も軽くな
ります。その先にあるメリットを十分理解すれば、導入のハードル
は高くないはずです。事業規模の大きな顧問先ほどクラウド会計に
よる業務効率化の効果は大きいと感じています。

Q. 「マネーフォワード クラウド会計」を導入して
 どのような効果がありましたか

　記帳代行がほとんどのため、「マネーフォワード クラウド
会計」の評判をお客様からお聞きすることはあまりありませ
んが、給与計算のニーズは非常に高く好評です。一例を上げ
ると、小規模のクリニックで「マネーフォワード クラウド給
与」とクラウド型の勤怠ソフトを合わせて導入しました。

Q. お客様からの反応はいかがですか

　私どもはお客様が医業なので自計化の割合は非常に低く、
ほとんどを記帳代行で受託しています。一方で、顧問先の増
加と採用難のため、入力の負担が限界に達しつつありました。
こうした状況を改善することを期待して「STREAMED」を
採用しました。類似のサービスと比べて圧倒的に正確性が高
く、さらにスピード面でも依頼した翌営業日に一度も遅れる
ことなく納品されるなど、断トツに優れていました。

　2017年 11月に導入してまだ 1年ほどですが、記帳代行
業務に費やしていた時間は半減し、負担の大きい入力作業が
スキャンするだけで大部分を終わらせられ、物理的にも心理
的にも非常に楽になりました。これから新規のお客様には、
スキャナをお渡しし、領収書や通帳のスキャンまでしてもら
うことを考えています。

Q. 「マネーフォワード クラウド会計」のほかに、 
 「STREAMED」を導入していると伺いました

　これからは「会計 4.0」の時代だと思っています。会計 1.0
はそろばんや手書き伝票を使っていた時代、2.0 は PC を使
いはじめた時代。3.0 は電子申告が始まった時代、4.0 は自
動記帳の時代です。

　領収書や通帳の仕訳に「STREAMED」、ネットバンキング
の明細に「マネーフォワード クラウド会計」を利用すること
で、手入力を大幅に減らすことができ、業務の効率化が進み
ました。いずれ手入力を 100％なくしていきたいと思ってい

Q. 業務効率化を経て、
 どのような事務所を目指されていますか

　今までと仕事の方法は変わりますが、適正な納税の実現と、
いかにお客様の経営を良くするかという役割は変わりませ
ん。仕事の手段が、クラウドや IT に置き換わったからといっ
て、それだけでお客様の経営が良くなるかというと決してそ
うではありません。これまでの「試算表を作って終わり」「決
算を組んで終わり」という我々の意識も脱却していかなけれ
ばいけないですし、いかに経営改善のためのいろいろな提案
ができるようになるかが重要だと思います。数ある情報を活
用し、お客様にいかにフィードバックできるかが重要で、そ
ういったことができる会計事務所が今後生き残っていくと思
います。

Q. 今後、会計事務所にとって
 どのようなことが重要だとお考えですか

会計4.0の時代に突入

　以前は、病院長自らが紙のタイムカードの集計と、エクセ
ルによる給与計算を行なっていましたが、集計を間違えずに
入力することや、料率変更等を忘れずに給与計算をすること
に非常に苦労されていました。両システムの導入により勤
怠もシステム上で集計でき、そのデータが「マネーフォワー
ド クラウド給与」と自動で連携することで、手間なく給与計
算をすることができるようになりました。クラウドソフトな
ら、料率の変更も自動でアップデートされるため、効率的か
つ安心して業務が行えるようになったとお客様も喜ばれて
います。

ます。IT 化により、これまで入力や移動に費やしていた時間
を節約し、その効率化できた時間をお客様とのコミュニケー
ションや、社員の自己研鑽のために使うことで、さらなるサー
ビス向上になります。会計業界にも医療業界にもいい話だと
思います。

税理士法人川原経営

1967年に創業者・川原邦彦が医業界に特化した会計事務所として開
設。その後、医業経営や福祉経営のコンサルティングにも事業を拡大。
以来、医療・福祉界の健全発展に貢献。税理士法人川原経営のほか、株
式会社 川原経営総合センター、株式会社 医療福祉経営研究所の 3社で
川原経営グループを形成。社員数 165名（グループ全体）
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No.02会 計 事 務 所 インタビュー
G.S.ブレインズ税理士法人の近藤 浩三様と吉田 厚様にインタビューを行いました。

手入力の記帳代行に比べ１／３から１／10の負担

吉田様　約 4割、250件ほどのお客様の記帳代行を受けてい
ます。お客様の売上規模で言えば、年商 1億円を超えるとこ
ろが多いのが特徴です。

Q. 現在、事務所の記帳代行率はどのくらいですか

吉田様　基本的にはそうですね。13名いるビジネスサポー
ト部が担当しています。ただ、大きい企業の記帳代行に関し
ては、ビジネスサポート部が行うのは現預金などの流動性の
高いものだけで、税務に関わる仕訳は税務担当者が行う分業
制をとっています。

Q. 記帳代行は、いわゆる製販分離の体制でしょうか

近藤様　当社は、労務改善と業務改善と人事評価制度を三位
一体で改革しているのですが、ビジネスサポート部は、業務
改善の一環として、税務担当者から記帳代行を切り離すため

Q. ビジネスサポート部を設置されたのは、
 どういった考えからだったのでしょう

吉田様　2年前、ビジネスサポート部をつくろうと考えて
いたとき、手書きの領収書がネックになると感じていまし
た。ここはどうしても自動化できないんですね。そのときに

「STREAMED」を知り、お試しで無料アカウントをとって、
スキャナも購入しました。ただ、当時は手書きの領収書がた
くさん送られて来るお客様は少なくて、ビジネスサポート部
のマンパワーも足りなかったので、本格的な導入には至りま
せんでした。その後、人員も揃って仕事も増えたことで、導
入を決めました。

Q. 「STREAMED」を導入されたのは 1年ほど
 前ですが、導入されたきっかけを教えてください

吉田様　それはあまりなかったですね。実は、はじめに私が
いろいろと試して、使いやすくなるポイントを伝えたんです。
科目ごとに領収書を分けておくといいとか、レシートの紙の
厚さや幅を揃えてから高速スキャンするとスムーズだとか。
細かい工夫で工数もストレスも減らせるので。

Q. 導入されたとき、職員さんの反応は
 いかがでしたか ? 使い方に戸惑ったりと
 いうことはなかったのでしょうか

に設置しました。私たちの経営理念は、「お客様の成長支援」
です。お客様が成長していくためには、月次決算を早く出し
て、予算実績管理の先を行くこと。ところが、担当者が記帳
代行も含めた会計入力、決算、申告までを全部やると、混乱
して試算表が遅れたりする現状がある。だから、ある程度業
務を標準化して、仕組み化することが必要なんです。

近藤 浩三様
代表社員

吉田 厚様
経営企画室 室長
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お気軽に
お電話ください

10：00 ～ 19：00（土・日・祝を除きます）STREAMED 相談窓口

03-6457-7340 streamedup.com
ストリームド

吉田様　お客様に合わせて臨機応変に使い分けています。必
ず使うところもあれば、突発的に領収書がたくさん送られて
きたときに使う場合もあります。

Q. 現在「STREAMED」は、
 すべての記帳代行に使っているのでしょうか

吉田様　手入力のときより、3分の 1、ものによっては 10分
の 1程度の負荷で終わるときもあります。

Q. なるほど。導入されて、効果は実感されていますか

吉田様　そうですね。以前は、予定通りに届かなかった証憑な
どは 2～ 3人で残業して対応していましたが、「STREAMED」
を使えば、スキャンした後はほかの業務に時間を割くことがで
きます。

Q. それはすごいですね。
 これから繁忙期を迎えますが、
 精神的な負担も減るのではないでしょうか

記帳代行を標準化し高付加価値業務が充実

近藤様　お客様を増やそうとしたときに、高い専門性を持っ
て税務特化する以外は、必ず記帳代行があります。自計化で
きないお客様が一定数いますから。ここ 5年くらいで、記帳
代行と顧問業務を明確に分けて報酬体系を見える化した事務
所が増えましたよね。この流れのなかで、記帳代行の生産性
向上は絶対に必要なんです。そのためには、担当者の一人完
結型で縦割りだった仕事の仕方を、横割りに変えて業務標準
化を図ることです。そして、いま世の中の大前提に、人工知
能とクラウド化があります。ここと記帳代行をつなげないと、
人が採用できない時代の中で、高付加価値業務には移行でき

Q. 多くの会計事務所が高付加価値業務に
 注目していますが、一方で、
 近年は記帳代行業務も伸びているように思います

吉田様　私たちは「成長支援グループ」ですので、お客様を
成長させることが絶対です。事務所の内部にも外部にも経営
理念を非常に大切にしていて、そこを土台にお客様とお付き
合いすることで好転してきたと感じます。

Q. 職員さんたちにも、
 近藤先生の理念が浸透しているのですね

近藤様　お客様の成長をサポートするために、月次決算と予
実管理、そこから財務・経営コンサルと入っていき、さらに
人事労務コンサルに取り組んでいます。経営の目的は、「経
営理念の実現」。経営者と職員みんながつくりたい会社を目
指して取り組めば、絶対に良くなると思います。

Q. 素晴らしいですね。最後に、事務所の
 今後の展望についてお聞かせください

G.S. ブレインズ税理士法人

「成長支援 = お客様の企業を絶対に倒産させません」という経営理念を
土台とし、中小企業の税務から各種コンサルティング、労務支援に至る
幅広いサービスをワンストップで提供しています。成長支援グループ
は、成長支援コンサルティング株式会社と、成長支援社会保険労務士事
務所で構成されています。

※本インタビューは 株式会社アックスコンサルティングの「月刊プロパートナー 1月号」
（平成 30年 12月発行）に掲載された内容を抜粋・編集したものです。

ません。「STREAMED」を単なるツールとして捉えるのでは
なく、記帳代行からハイエンドの税務まで、ストーリー性を
持って戦略を立てることが必要です。

吉田様　ビジネスサポート部でも、記帳代行を担当するパー
トさんたちから意見を出してもらい、もっと標準化しようと
取り組んでいます。その結果、税務担当者がより付加価値の
高いサービスを提供できるようになることが目標です。

記帳代行の領収書や通帳の入力 、STREAMED が解決します！

証憑をまとめて
スキャン

ご利用の会計ソフトへ
インポート

データ化を確認
（1営業日）

領収書を 1枚ずつスキャンする必要はありま
せん。推奨の高速スキャナのご利用で 1枚 1
秒以下（※ 1）でスキャン可能。

仕訳データは、お使いの会計ソフトを選んで
CSVデータで出力し、そのまま取り込めます。

アップロードした証憑は、原則１営業日以内に
仕訳データとして納品いたします。オペレー
タが二重チェックをしているので手書きの領
収書も 99.9％（※ 2）の正確性です。仕訳デー
タは、必要に応じて自由に編集可能です。

※ 1）弊社内での実験の
結果にもとづく。

※ 2）弊社調べ。ユーザーからの
フィードバックをもとに算出。

■対応会計ソフト（2019年 1月現在）
マネーフォワード クラウド会計／弥生会計／
A-SaaS ／フリーウェイ経理／財務応援／ freee
／ MJS ／ビズソフト／ツバイソ／発展会計／会計
王／JDL ／財務処理 db ／シスプラ／エッサム／
勘定奉行／ PCA 会計／グラシアス

STEP 1 STEP 2 STEP 3

使い方はカンタン！わずか 3ステップ
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顧問先インタビュー
「幸せと利益を両立する"いい会社"を増やす」をMissionに掲げる税理士法人鶴田会計様と、
顧問先である株式会社働きごこち研究所様にお話を伺いました！

マネーフォワードクラウドを導入いただいているユーザー様へのインタビュー第11弾！

藤野様　「働きごこち研究所」ということで、働きごこちがど
うよくなるかということを研究して、それを大企業や経営者
に推進・提供しています。「人とテクノロジーの協働」という
テーマでの講演や、研修としてお話する機会が増えています。

Q. 株式会社働きごこち研究所様の
 会社概要や事業内容について教えてください

鶴田様　平成 18年に創業し、丸 12年経ちました。もとも
と名古屋の税理士法人で 7年勤め、そのまま名古屋で開業し
ました。今は岡崎支店や社労士法人を含むグループ全体で約
50名になります。事業内容としては税理士法人がメインで、
クライアントの層としては、1/3 が藤野さんのような起業家。
1/3 が、私と同世代の団塊ジュニアの後継者、事業承継支援
のお客様。残り 1/3が医療関係です。

Q. 鶴田会計様について教えてください

藤野様　出会ったのは 6、7年前ですが、当時は起業当時か
ら依頼していた別の税理士と顧問契約を結んでいました。変
化があったのは、私がテクノロジーの活用について人に伝え
る立場になったときに、自分の手元の業務は全然自動化され
てないことに気づいたことです。経理業務の自動化と財務状
況の見える化を実現したいと思ったときに、鶴田会計さんが
サポートされていることを知り、2017年末からお願いする
ことにしました。ツールのことも財務のことも分かっている
パートナーのサポートを受けることは、経理業務の最適化を
目指す上でとても大事なことでした。

Q. 働きごこち研究所様と鶴田会計様が出会った
 きっかけを教えてください

鶴田様　会計業界は人材が不足しています。さまざまな採用
の施策は打っているものの、業務効率化により生産性の向上
を図りたいという思いがありました。そのころ、会計事務所
甲子園に出場し、大手の会計事務所さんと情報交換したこと
でクラウド会計の存在を知り、部分的に導入してみました。
しかし、当事務所は新しい事務所ではありますが、ソフトを
変えるハードルはそれなりにありまして、導入はなかなか進
みませんでした。そういった状況で野田くんが入社してくれ
ました。彼は前の職場でもクラウド会計の導入推進をしてい
ましたし、社内の巻き込み力を持っていたので、本格的な導
入がスタートしました。

Q. 鶴田会計様が「マネーフォワード クラウド」を
 導入いただいた経緯やきっかけを教えてください

野田様　人海戦術的に記帳代行を受けている事務所と、テク
ノロジーをうまく活用できる事務所では、人材を投下できる
時間の割り振りが変わってきます。「クラウド会計を使わない
と業界で生き残ることができない」という強い意志を持って
スタートしたので、抵抗感はありませんでした。

　しかし、導入当初は慣れないせいもあり苦労もありました。
金融機関一つとっても、銀行によって連携の進め方が違うと
か。挙げだすとキリはありませんが、マネーフォワードの導
入担当者の力を借りつつ、一つひとつ進めていくことができ
ました。

Q. 野田様は、クラウド会計に抵抗感なく
 使い始められたのでしょうか

「人とテクノロジーの協働」を掲げ、バックオフィスの自動化を目指す

野田 智成様
鶴田会計

藤野 貴教様
働きごこち研究所 

鶴田 幸久様
鶴田会計
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「これからこうしたい」と未来の話ができるように

仕事はこういうものだという既成概念が崩れた

2007年、株式会社働きごこち研究所を設立。「働くって楽しい！」と感
じられる働きごこちのよい組織づくりの支援を実践中。「今までにない
クリエイティブなやり方」を提案する採用コンサルタントとしても活
躍。グロービス経営大学院 MBA。2015年より「テクノロジーの進化
と人間の働き方の進化」をメイン研究領域としている。日本のビジネ
スパーソンのテクノロジーリテラシーを高め、人工知能時代のビジネス
リーダーを育てることを志として、全力で取り組んでいる。
2020年人工知能時代 僕たちの幸せな働き方（かんき出版）を上梓。

株式会社働きごこち研究所

2006年開業、名古屋に本社、岡崎に支店を
構えており、職員数は約 50名、顧問先は約
400社。グループ内に社会保険労務士法人・
医療人材紹介会社・行政書士事務所・経営
コンサル会社があり、経営全般をサポートす
る様々なサービスをワンストップで提供す
る体制が整っていることが特徴。

「幸せと利益を両立する " いい会社 " を増や
す」を Mission として、経営者の一番身近な
パートナーとなり、財産面・経営面を安心し
て次代に繋ぐまでの支援を行っている。

税理士法人鶴田会計

藤野様　今まで、税理士さんと話しをするときに、「今月こう
でした」と過去の話をすることが多かったのですが、「これか
らこうしたい」と未来の話ができるようになったのは、自動
化したことの大きなメリットだと思います。

野田様　先日、藤野さんから提案いただいて、打合せを会議
室ではなく藤野さんが経営する海の家でやりました。会計事
務所の仕事はオフィスでやるものだと思っていたのですが、
テクノロジーを使うことで、オープンな屋外スペースでもで
きるようになり、普段よりもより経営者としての藤野さんの
価値観やバックグラウンドに触れることができました。あの
体験を通じて、テクノロジーの活用に対する価値観が進んだ
という実感があります。

藤野様　今まで、税理士や会計士という人は、自分の作業を
代わりにやってくれる人って思っていたのですが、あの後、
自分の実現したい世界観を一緒に伴走してくれるパートナー
として見るようになり、相談の仕方も大きく変わりました。

Q. 「マネーフォワード クラウド」や「STREAMED」
 の活用により、会計事務所と顧問先の
 コミュニケーションに変わった点はありましたか

藤野様　まず、請求書の発行です。10年間、印刷をして、捺
印をして、封入をして、宛名を書いて郵送するという作業を、
何も疑わずにやっていました。しかし、「マネーフォワード 
クラウド請求書」の導入後、出張先のホテルでも、新幹線の
中でも普通に請求書が送れるようになった。請求書の作成が、
テクノロジーによって楽になったこと以上に、仕事はこうい
うものだと思っていたことの既成概念が崩れたことが、私の
中では大きな衝撃でした。

Q. クラウドツールを活用することで、
 藤野様ご自身の働き方が変わった点等が
 ございましたら、お聞かせください

鶴田様　やりたいことはたくさんありますが、バックオフィスの支
援をしていくことですね。クラウドツールを活用しながらよりバッ
クオフィスをシンプルにするお手伝いをして、もっと経営者に本業
に集中してもらいたいです。税理士本来の経営者に伴走していけ

Q. 今後の、鶴田会計様および働きごこち研究所様の
 目指されていること、注力されていることを
 お聞かせください

るポジションを、また違った形でつくっていければと思います。

藤野様　私の研究スタイルは、部屋にこもって論文を書くのでは
なく、新たなテクノロジーを活用して、自分が発見した気づきとい
うのを伝えていくというものです。今回「マネーフォワード クラ
ウド」を使って気づいたことは、楽になるまでは結構大変というこ
とです。一つひとつの作業はすぐに終わりますが、面倒くさいこと
もあり重い腰が上がらない、でもその面倒くささを乗り越えたとき
に楽があるのです。

　部屋が整理整頓されていたら、探すのも片付けるのも楽になる
のに、整理整頓された状態に至るまでの工数を考えると、今ぐちゃ
ぐちゃのままで、生産性は低くてもそのままやっていた方が楽とい
うのが人間の感情にはある。世の中でデジタルトランスフォーメー
ションが進まない理由はまさにここにあります。クラウドサービ
スベンダーは、このハードルをいかに下げるかに手を打つ必要が
あるとは思います。私も自分の実体験をもとに、テクノロジーと人
が協働してデジタルトランスフォーメーションをどう進めていく
かについて社会に伝えていきたいと考えています。

　お客様に対しても、当初、受け入れてもらえるかどうか若
干不安でしたが、結果的にはまったく問題ありませんでした。
ただし、請求書を送る側が自動化することによって、送られ
る側は新しいオペレーションに合わせる手間が発生します。
そのため、紙の請求書からメールの請求書に変更するタイミ
ングで、定型文の後ろにコメントを添えて送りました。「今後
は私の仕事の一部が自動化されて生まれた時間を、よりお客
様のことを考える時間にシフトしていきたいと思います。」と
いうものです。

　また、「STREAMED」を活用して、これまで手入
力した現金のレシートも自動化されました。ただ
し、これは別の側面もあります。私にとっての手
入力での経費精算は、自分自身がどれくらい経費
を使っているのかを肌感覚として把握するために
やっていました。一見、付加価値を生んでないと
思われる単純な業務をやっているときに、発想が
生まれたり、心が落ち着いたりという作用はある
はずなので、自動化によってそれがどう変化して
いくか、身をもって体験している最中です。

インタビュー全文は、WEB で公開中です＞＞ https://biz.moneyforward.com/case/accounting/01026 7



お申込み・お問い合わせは営業担当または、同封のFAX申込み用紙からお願いいたします。

会計事務所様・社会保険労務士事務所様向けのメンバー制度で、ブロンズメンバー、シルバーメンバー、ゴールドメンバー、プラチナメンバーをご用意しています。ご登録や各種詳細はマネーフォワード 
クラウドのホームページ「公認メンバー制度（https://biz.moneyforward.com/cpta/advisors/）」よりご確認ください。（※本サービスはプラチナ・ゴールドメンバー様限定特典です）

「マネーフォワード クラウド公認メンバー」とは

顧問先紹介による
新電力の報酬支払いサービス

報酬支払いまではわずか4ステップ

マネーフォワード クラウド公認メンバー

プラチナ・ゴールドメンバー限定特典のご案内

顧 問 先 様 の 直 近
12ヶ月分の電気料
金明細書のコピー
をご提出ください

明 細 書

削減金額がわかる
見積書を作成・送
付いたします

見 積 り

顧問先様の同意の
上、申込書を送付
ください

契 約

ご紹介するパートナー電力会社 エフビットでんきの 3 つの特徴

初期費用や新たな設備投資は不要。契約書の締結のみで切替可能です。
❶ 新電力切替に伴う費用・工事は不要

電圧や周波数などは、これまでと同様の品質を担保しています。
❷ 電力の品質はこれまで同様

万一の際にも地域電力会社が不足電力を補給するよう、
法で整備がなされています。

❸ 電力の供給安定性も切替前と同レベル

年間89万円の新たな収益を得た会計事務所様の事例

通常業務をこなしながら、職員お一人で、
顧問先 20社の新電力切り替えに成功。
平均 9.93％の電気代を節約し、
顧問先様からよろこばれただけでなく、
年間 5,955万円の電気使用料金の 1.5％である、
89万円の報酬を得られました。

1人で

20社
切り替え

平均

9.93％
の削減率

年間

89万円
の収益

サービス名 エフビットでんき

社名 エフビットコミュニケーションズ株式会社

対応エリア 全国

大型電力供給
実績

日本銀行等の省庁にも
大阪支店、京都支店、神戸支店、甲山寮、
岡山支店、下関支店、広島支店、松江支店 

電気代削減率 高い

紹介料の支払い 契約が続く限り半永久的に継続される

電気使用料金の 1.5% を報酬としてお
支払いいたします（お支払いは半期に一度）

報 酬

お客様の契約が続く限り毎年支給
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クラウド経営分析ツール「Manageboard 」新機能のお知らせ

[ マ ネ ー ジ ボ ー ド ]

manageboard.jpマネージボード

会計データを弥生会計で作成している場合、弥生会計の勘定科目データ
や仕訳データなどをエクスポートし、「Manageboard」に取り込むと、AI
チェックやドリルダウン機能をご利用いただけます。

弥生会計の仕訳連携機能をリリース

❶補助科目単位のチェックや借方、貸方別のチェックなど、詳細な設定が可能に
❷ AIチェックをチェックリスト形式で設定できる
　 「かんたん設定画面」を設けました
❸会計事務所さまごとに 10 パターンの AIチェックルールを保存可能に
❹試算表の増減分析や AIチェック結果をレポートとして表示

AIチェック機能を大幅アップデート

試算表レベルで前月比較、前年同月比較を AIチェック結果画面で確認

決算予測や予算実績分析の際に、予測値と比較する過去の会計数値（試
算表や推移表など）をクリックすると、該当する勘定科目の総勘定元帳
にドリルダウンする機能です。
これによって、会計ソフトを見ることなく会計数値の詳細を確認するこ
とができるようになり決算予測や予算の作成、また財務分析や予算実績
分析を効率化することができます。
※本機能は会計ソフトから仕訳データを取り込んだ場合に限ります。

数値ドリルダウン機能をリリース

決算予測画面の実績部分の
数値をクリックすると、総勘
定元帳が表示されます

これまで、経営分析レポートの表紙は背景やテキスト内容を編集するこ
とができませんでしたが、クリエイティブ編集機能をご利用いただくこ
とによって「表紙の背景」「表紙のテキスト背景」「テキストの内容」を
編集していただくことができるようになりました。

経営分析レポート表紙の
クリエイティブ編集機能を実装

レポートの表紙を
お好みのデザイン
にカスタマイズす
ることが可能

株式会社ナレッジラボ  受付時間 10：00～ 17：00（土日祝除く）

06-6809-7072
お問い合わせ

ご相談 https://knowledgelabo.com/inquiry
「Manageboard」は株式会社ナレッジラボが提供するサービスです。

WEBフォームからもご相談いただけます
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一般社団法人 Business IT 推進協会（BIPA）とは
士業事務所が身をもって IT 化することで、顧問先への IT 化を推進していただくことを目的
に、「最新の IT 関連情報」を発信しています。基本的な ITリテラシーの向上・ITツールの
活用方法を学んでいただくほか、士業事務所における IT の活用事例をお教えいたします。

BIPA 2019 年の活動予定

こんな事務所様におすすめ！

BIPAでは士業会員様限定で、以下の勉強会を実施予定です。

https://bipa.or.jp/entry
スマホ

タブレット
OK!!

基本講座

職員によって ITリテラシーに差があるため、
全職員に基本的な ITスキルを身に着けてほしい。

所内の IT 化促進を検討しており、
進め方を知りたい。

※ 1）関西支社は 2019年 2月に表記の住所に移転予定です。

❶ BIPA に入会する
専用 WEBサイトよりお申込みください講座受講方法

※すでに BIPA にご入会の方は②に進んでください。

クラウド会計を入れたものの、所内の生産性はなかなか向上しないという声をよく聞きます。実際、所内のコミュニケーションツールやファイルサー
バーをクラウド化していない状況で、部分的なツールをクラウド化しても、業務効率化には結びつきません。
本講座では、士業事務所の所長・職員が最低限知っておきたい IT 化の基礎知識をワークショップ形式で学ぶことができます。
さらに、複合的な IT 活用で生産性を向上させる方法を身に付けることができます。

士業事務所の IT 活用ワークショップ

初回開催日時

※初回以降、2～ 3 か月に 1回の頻度にて開催予定です。

士業事務所の間でも、すでに広く使われているクラウドコミュニケーションツール「ChatWork」・クラウドグループウェア「G Suite」・HP 作成ツー
ル「ペライチ」。しかし、個人としての利用にとどまり、組織では使いこなせていない事務所様も多いのではないでしょうか。
本講座では、「ChatWork」「G Suite」「ペライチ」の具体的な導入手順や、士業事務所における活用方法を、事例を参考にしながら学ぶことがで
きます。

「ChatWork」「G Suite」「ペライチ」の徹底活用講座

初回開催日時

東京
日時  3月 20日（水）17：00 ～18：30
場所  マネーフォワード東京本社

 東京都港区芝浦 3-1-21 田町ステーションタワー S 21F
大阪

日時  未定（日程確定次第、HP にてお知らせいたします）

場所  マネーフォワード関西支社
 大阪市中央区今橋 2-5-8 トレードピア淀屋橋 9F （※ 1）

東京
日時  3月 20日（水）15：30 ～17：00
場所  マネーフォワード東京本社

 東京都港区芝浦 3-1-21 田町ステーションタワー S 21F
大阪

日時  未定（日程確定次第、HP にてお知らせいたします）

場所  マネーフォワード関西支社
 大阪市中央区今橋 2-5-8 トレードピア淀屋橋 9F （※ 1）

※初回以降、2～ 3 か月に 1回の頻度にて開催予定です。

20
19

年はオンライン受講も可能！

遠方の会員様は動画にて閲覧可能です。※一部対象外のセミナーあり（詳細は後日 BIPA 公式サイトに掲載予定です）
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こんな事務所様におすすめ！

上期開催講座の詳細

http://bit.ly/2TlBoCK
スマホ

タブレット
OK!!

生産年齢人口の減少に伴い、採用競争が激化しています。検索エンジンの求人サイト「Indeed」を活用した採用強化策について、株式会社ネットオ
ン様より、優秀なインターンの採用・育成事例と正社員のモチベーション維持向上のための ITツール活用方法について、御堂筋税理士法人様より、
ご紹介いたします。

③ 「Indeed」の活用・インターン採用の戦力化・離職防止

東京
日時  4月 25日（木）15：30 ～18：30
場所  マネーフォワード東京本社

 東京都港区芝浦 3-1-21 田町ステーションタワー S 21F
大阪

日時  4月18日（木）15：30 ～18：30
場所  マネーフォワード関西支社

 大阪市中央区今橋 2-5-8 トレードピア淀屋橋 9F （※ 1）

士業事務所でも利用者が増えている顧客管理システム「kintone」ですが、うまく運用できていないという声をよく聞きます。また、マーケティン
グオートメーションツール「SATORI」は、営業担当者の採用が難しい中、見込み客への接点強化が期待できるツールです。本講座では、士業向け
に数多くの「kintone」導入実績を誇る株式会社キャップドゥ様より、「kintone」「Dropbox」を活用した業務管理と「SATORI」を活用したマー
ケティング事例についてご紹介いたします。

② 顧客管理・マーケティング

東京
日時  3月 27日（水）16：00 ～18：30
場所  マネーフォワード東京本社

 東京都港区芝浦 3-1-21 田町ステーションタワー S 21F
大阪

日時  4月 4日（木）16：00 ～18：30
場所  マネーフォワード関西支社

 大阪市中央区今橋 2-5-8 トレードピア淀屋橋 9F （※ 1）

テーマ別講座

① 組織体制構築・評価制度・アウトソーシング
② 顧客管理・マーケティング
③ 「Indeed」の活用・インターン採用の戦力化・離職防止

上期開催
1月～ 6月

下期開催
7月～12月

④ RPA の士業活用事例
⑤ 製販分離体制構築 
⑥ 経理代行業務

最新のテクノロジーを活用している
士業事務所の事例を知りたい。

最新の ITトレンドを把握したい

※ 1）関西支社は 2019年 2月に表記の住所に移転予定です。

IT 化を進めるにあたっては、所内の組織化と安定的な雇用確保が不可欠です。
本講座では、上場企業・ベンチャー企業等に数百社の支援実績を誇る組織コンサルティングの株式会社識学様より、組織
パフォーマンスを最大化する体制構築・評価制度について、業務アウトソーシングサービスを展開する株式会社ビズアシ様より、士業事務所におけ
るアシスタント業務のアウトソーシング事例についてご紹介いたします。

① 組織体制構築・評価制度・アウトソーシング

東京 日時  2月1日（金）15：30 ～18：30
場所  マネーフォワード東京本社  東京都港区芝浦 3-1-21 田町ステーションタワー S 21F

❷ 参加希望講座に申込む
会員専用サイトからお申込みください  office@bipa.or.jp

お問い合わせ（BIPA 事務局）

遠方の会員様は動画にて閲覧可能です。※一部対象外のセミナーあり（詳細は後日 BIPA 公式サイトに掲載予定です）
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2018年 10月 5日に行われた「MFクラウド Expo2018」にて、
「MFクラウドアワード」の授賞式を行いました。
「MFクラウドアワード」は、顧問先様に対して、クラウド活用提案を
実際に運用することで、バックオフィスの効率化を実現させた士業様を
表彰するものです。今後の中小企業バックオフィスのモデルとなる、
ベストソリューションを体現している 3事務所様を表彰いたしました。
※「MFクラウド」は 2018年 11月 27日より「マネーフォワード クラウド」に名称を変更しました。

顧問先業種 医科歯科クリニック

課題 ・入力業務の負荷が高い　・未来の数字が見えない

解決後
・記帳指導が容易に
・会計事務所としても記帳代行が多い医科歯科において業務効率化を実現

活用した
クラウド
サービス

「マネーフォワード クラウド会計」
「STREAMED」
「Manageboard」

工夫した点
／こだわり

・ 2017年 8月にクラウド導入プロジェクトを発足、1年間の間に、
　ベンチマーク設定、既存システムからの移行、作業工程表作成、社内役員
　スピーチにて「自計化」「自動化」の定義発表、試算表の紙提出廃止を実行。
・「いかに入力しないか」という価値観が定着。
・繁忙期の業務分散が実現。
・「Manageboard」の導入により、紙の試算表に変わる付加価値サービス　
　として、経営分析や決算予測、目標管理等、未来業務への投資時間を増加。

松井 孝知様（写真中央）、足立 真平様（写真右）

M M P C 税 理士 法 人 様

顧問先業種 飲食店（多店舗展開）

課題 ・売上集計、労務管理、バックオフィスに大幅な時間を要していた

解決後
・バックオフィスをクラウド化したことで他県への他店舗展開を実現
・バックオフィス業務での残業時間は削減。ES 向上に寄与

活用した
クラウド
サービス

「マネーフォワード クラウド会計」
「マネーフォワード クラウド給与」
「Uレジ FOOD」

工夫した点
／こだわり

・「Uレジ FOOD」を各店舗に導入。売上を一元管理。日次管理が可能に。
・「マネーフォワード クラウド給与」の利用により、
　勤怠管理・振込業務・給与明細の WEB 配信をすべてオンラインで完結。
　ミスの多かったエクセル管理からの脱却に成功。

野原 信男様（写真中央）、宮國 久様（写真右）

税 理士 法 人エヌズ 様

税 理士 法 人アーリークロス 様

顧問先業種 サービス業（ヒーローショーに特化した総合イベント会社）

課題 ・すでに一度断られる中で、追加融資の検討

解決後
・一度断られた金融機関からの追加融資に成功
・顧問先事業拡大に大きく寄与

活用した
クラウド
サービス

「マネーフォワード クラウド会計」
「マネーフォワード クラウド請求書」
「マネーフォワード クラウド資金調達」

工夫した点
／こだわり

・前例のないサービスだったが、顧問先様の事業存続のチャンスを優先し、提案。
・前提としてクラウド会計を利用していなければそういった発想も
　なかったため、事務所の方向性が顧問先様の事業継続に寄与できた。

小西 慎太郎様（写真中央左）、花城 正也様（写真中央右）
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V o l .
瀧 俊雄の

Fintech
研究所長
C

10

マネーフォワード取締役 Fintech 研究所長
瀧 俊雄  （たき としお）

2004年、慶應義塾大学経済学部を卒業後、野村證券株式会
社に入社。株式会社野村資本市場研究所にて、家計行動、年
金制度、金融機関ビジネスモデル等の研究業務に従事。スタ
ンフォード大学 MBA、野村ホールディングス株式会社の企
画部門を経て、2012年より株式会社マネーフォワードの設
立に参画。経済産業省「産業・金融・IT 融合に関する研究会」
に参加。金融庁「フィンテック・ベンチャーに関する有識者
会議」メンバー。

2025 年には認知症患者数が 700 万人に

先月、マネーフォワードでは、高齢者のお金の見守りに向けた取
り組みを公表しました。金融サービスの世界では近年、フィナンシャ
ル・ジェロントロジーと呼ばれる、高齢者のお金に関する社会課題
を正確に捉え、対応を検討する動きが見られています。とりわけ、
2025年には認知症患者数が 700万人にも達するとみられる中で、
本人のみならず家族や周辺の人たちを含めて、お金のケアを行って
いくことは、今後の大きな社会課題といえます。当社はこれまで、
どちらかというと若年層や現役世代に向けたサービス提供を行って
きましたが、例えば高齢者の生活との接点を持つ金融機関や事業会
社とのパートナーシップを通じて、デジタルな見守りを提供する道
を探っていく予定です。

高齢者とお金の問題は古くて新しい問題と言えます。日本では長
らく高齢者のお金の問題は、家族の中でうまく補完し合うことが主
な解決手段とされてきました。しかし、仲の良い家族ほど、いざと
なったときの遺言や財産目録を作成することは「縁起でもない」と
思って忌避されがちです。

また、実際に要介護の状態が進行し、法定後見の制度を利用した
場合には、ご本人の資産によって家のリフォームや家族旅行を行う
ことに、ある程度制約が生まれるほか、制度を利用するコスト（月１
～３万円）が発生します。もちろん、これらの制度の利用を見越し
てあらかじめ準備ができていればよいのですが、そのような世帯は
現時点では稀でもあります。

認知症になるのが当たり前という前提での制度設計を

自らもしくは家族の認知力が低下する現象は、なかなか受け入れ
ることが難しいものです。しかし一方で、95歳以上の方に占める認
知症の有病率は 79％以上という統計もあります。このことを考え
れば、認知症は「症」という字から想起される、正常ではない状態と
いうよりは、「平常な人生の延長の中で、髪や歯が抜けていくように
発生する状況」と捉えるべきなのかもしれません。実際に専門家の
中にも、認知症患者をマイノリティとして対応することはもはや現
実的ではないという意見があり、「社会で当たり前に起きうるステー
タスであることを前提に、制度設計を行っていくこと」が重要とい
えます。当社での取り組みではこのような将来に向けた備えを積極
的に、前向きに行うことを促せないかと考えています。

このような世代に向けたサービスの課題解決には、どのようなも
のがあるのでしょうか。私たちの中では、①情報の把握から可能な
アクションを早めること、②認知力が低下した後でも安心してお金
の保全が図られること、③不安の軽減が現役世代のお金の動きを前
向きにすること、の３つのレイヤーでの整理があると考えています。

高齢社会における
お金の課題解決
人生 100年時代のお金の見守り方

不安の軽減が現役世代のお金の動きを前向きに

①情報の把握では、例えば独居の高齢者のお金を、遠方の家族
や地域金融機関、地域のケア体制などにおいて、適切な粒度で把握
することが挙げられます。いくら不安だからと言って、日々のお金
の出入りがすべてケアマネージャーや子どもに見られてしまうこと
は、それもまた本人が望む体制ではないことも多く、それゆえに必
要な共有も妨げられてしまうという現実があります。我々の提供し
ている家計簿のサービスには、例えば通常にはない金額の出金や、
残高の変動のみを、信頼できる人に通知する機能があります。これ
らを安心して活用していただくことで、何か異常があった場合のみ
に周囲が迅速に動ける状態を作ることは極めて重要だと考えていま
す。

②次に、認知力が低下したタイミングでの対策ですが、今後キャッ
シュレス化が進展する中で、認知力が低下した人がクレジットカー
ドを制限なく使えてしまうことには、懸念が付きまといます。その
ような例でいえば、たとえば特定の時間帯（日中のみ等）や店舗の
種類のみで使える制御を付したカードを発行することや、利用履歴
についても必要な人に連携される、といったことが可能となれば、
ここでの不安もまた大きく軽減することが可能となります。ATM
の利用に関しても、子どもの認証がなければ 5万円以上の引き出し
ができない、といった口座を設定することが、既存の技術の組み合
わせによっては可能な中で、そのような取り組みを行える金融機関
が増えていくことは、大きな安心の創出に繋がります。

③このような、見守りと事後の対応余地が見えてくると、いずれ
は事前の準備に前向きになり、いざとなったときの安心が提供され
ることで、現役世代が仕事に集中できるという、大きなメリットが
生まれます。人生 100年時代の中で、今後の現役世代は介護離職
などのケースも見据えながら、自助努力での資産形成には一段のプ
レッシャーがかかるところです。これらの懸念と不安を少しでも軽
減できるよう、役に立つソリューションの形成に努めていければと
考えています。

Fintech 研究所長
ブログはこちら！

https://
moneyforward.
com/mf_blog
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マネーフォワード新年会2019
会計事務所様・社労士事務所様を対象に、日頃の御礼と新年のご挨拶を兼ねまして「新年会」を開催いたします。

外部特別講師を招いての講演会のほか、講演会登壇者も参加する懇親会を開催いたします。
「マネーフォワード クラウド」をお使いの方も、そうでない方も、お気軽にご参加ください。

大　阪東   京

お申込みは同封の FAX 申込み用紙または下記の WEBサイトからお願いいたします

先着 100 名様定員

2019 年1月25日（金） 
16：00 ～ 21：00
【講演会】16：00～18：30　【懇親会】19：00～ 21：00

日時
2019 年2月6日（水） 
16：00 ～ 21：00
【講演会】16：00～18：30　【懇親会】19：00～ 21：00

日時

TKPガーデンシティPREMIUM 田町
東京都港区芝浦 3-1-21 田町ステーションタワー S 4F

【アクセス】 JR「田町」駅徒歩 1分／
 都営浅草線・三田線「三田」駅徒歩 3分
※懇親会は同ビル 21階のマネーフォワード東京本社で行います。

会場

TKPガーデンシティ大阪淀屋橋
カンファレンスルーム A
大阪市中央区今橋 2-5-8 トレードピア淀屋橋 10F

【アクセス】 大阪メトロ御堂筋線「淀屋橋」駅徒歩 5分／
 京阪本線「淀屋橋」駅徒歩 5分／
 大阪メトロ堺筋線「北浜」駅徒歩 5分
※同ビル内 9階のマネーフォワード関西支社の新オフィスにてお披露目会・
　懇親会を行います。

会場

1名につき 5,000 円（税込）参加費 ※当日受付でお支払いください。

渡辺 潤平 氏（コピーライター／クリエイティブディレクター）
1977年 1月 12日生 千葉県船橋市出身 早稲田大学教育部卒業
2000年 博報堂入社（第 2MD局、第 3制作局、第 2CRセンター第 5制作室） 
2006年 博報堂退社 6月より ground LLCへ参加
2007年 株式会社 渡辺潤平社設立

辻 庸介（株式会社マネーフォワード 代表取締役社長 CEO）

京都大学農学部を卒業後、ペンシルバニア大学ウォートン校MBA修了。
ソニー株式会社、マネックス証券株式会社を経て、2012年に株式会社マネーフォワード設立。
新経済連盟の幹事、経済産業省 FinTech検討会合の委員も務める。

デザイン×経営　
～マネーフォワード クラウドシリーズのブランディング戦略～

吉田 祐輔 氏（ウォンテッドリー株式会社 取締役 CFO）

京都大学工学部を卒業後、モルガン・スタンレー証券に入社。株式調査部にて株式アナリストとして
約 6年勤務。PRエージェンシーのフライシュマン・ヒラード・ジャパンを経て、旅行系スタートアップ
のトリッピースにてバックオフィス全般、資産調達、カスタマーサポート、内部のオペレーション構築
などに従事。2016年 6月にウォンテッドリーに コーポレートチームの一員として入社。執行役員 経
営企画担当を経て、2017年 11月に取締役 CFOに就任。

金坂 直哉（株式会社マネーフォワード 取締役執行役員 Co-CFO）

東京大学経済学部卒業後、ゴールドマン・サックス証券株式会社の東京オフィス、サンフランシスコ
オフィスにて約 8年間勤務。テクノロジー・金融業界を中心にクロスボーダーM&Aや資金調達のアド
バイザリー業務、ゴールドマン・サックスが運営する投資ファンドを通じた投資及び投資先企業の価
値向上業務に携わる。2014年よりマネーフォワードに参画。

上場ベンチャー CFO 対談！　
効率化されたウォンテッドリー株式会社のクラウドツール活用
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東京会場 大阪会場
WEBサイト WEBサイト

http://bit.ly/
2GH3INu

http://bit.ly/
2Amv7Pj

講演会内容

辻 庸介（株式会社マネーフォワード 代表取締役社長 CEO）

京都大学農学部を卒業後、ペンシルバニア大学ウォートン校MBA修了。
ソニー株式会社、マネックス証券株式会社を経て、2012年に株式会社マネーフォワード設立。
新経済連盟の幹事、経済産業省 FinTech検討会合の委員も務める。

※講演会のタイトルは変更になる場合がございます。

テクノロジーが変える会計業務の未来

枀井 孝知 氏（MMPC税理士法人 理事長）

創造経営コンサルタント、経営品質協議会、認定セルフアセッサー
2013年、事業継承にて事務所を引き継ぎ、理事長に就任。
「地域のグッドカンパニーづくりを通して、人の幸せを創造する」を理念とし、
会計事務所を母体に、目標管理を中心とした経営支援サービスを提供する。

組織が目指す理想の姿と変革のための取組み　

講演会内容

無料参加費

先着 50 名様定員 ※スペースに限りがあるため、恐れ入りますが、
　1事務所 3名様までとさせていただきます。



IT・クラウド活用を、いち早く関与先への付加価値サービスとして取り入れ、
成功を収めている小西公認会計士事務所様。
開業から 4 ヶ月で、関与先を150 件まで急成長させたアーリークロス会計
事務所様。
IT・クラウドサービスの変化が士業業界にも大きな影響をもたらしている
中、2 年前のマネーフォワードのイベントで出会った両事務所。事務所の経
営方針、戦略、クラウド化に対する考え、志を共にする仲間に出会い、そし
て事務所の統合までの道のりをお話します。

1984 年生まれ。慶應義塾大学在学中に公認会計士試験
に合格。2007年、あらた監査法人に入所。2012 年に
独立し、小西公認会計士事務所を設立。2018 年 10月、
アーリークロス会計事務所と経営統合し、税理士法人アー
リークロスを設立。

小西 慎太郎氏

税理士法人アーリークロス 代表社員 CEO

1985 年生まれ。大学院で税務と経営学を学び、福岡市
内にある大手税理士法人に勤務。2017年にアーリーク
ロス会計事務所および株式会社アーリークロスを創業。
2018 年 10月、小西公認会計士事務所と経営統合し、税
理士法人アーリークロスを設立。

花城 正也氏

税理士法人アーリークロス COO

マネーフォワードが結んだ出会いと新たなスタート

事務所統合と
成功したクラウド戦略

モデレーターは

マネーフォワード代表 辻 庸介

弊社にて FAX 受領後、確認のメールを mf-event@moneyforward.co.jp よりお送りしております。メールアドレスにお間違いがないかご確認の上、お申込みください。
FAX 送信後、2 営業日を過ぎても弊社からのメールが届かない場合は、恐れ入りますが、mf-event@moneyforward.co.jp までご連絡くださいますよう、お願いいたします。
ご記入いただきました個人情報は、製品・セミナーのご案内、お客様からの問い合わせ対応、サービス改善のために利用いたします。お申込みの際は、株式会社マネーフォワー
ド（https://moneyforward.com/privacy#treatment）の個人情報保護方針・個人情報の取扱についてに同意いただいた上でお申込みください。本件に関するお問い合
わせは、mf-event@moneyforward.co.jp へお願いいたします。

　　FAX 申込書　  03-3451-0781
貴事務所名 所在地 都 道

府 県

代表者 電話番号

E-mail 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＠

下記の項目すべてにご記入の上、FAXにてお申込みください。 
ご視聴 URL をメールにてプレゼントいたします。

株式会社マネーフォワード
「クラウド通信担当」宛

セミナー動画プレゼント

 本プレゼントは、会計事務所様を対象としたものとなります。
前述に該当しない方、および応募用紙の記載情報に不備がある方については、応募いただいても特典をご提供しかねるケースがございますので、あらかじめご了承ください。

大人気セミナー動画の視聴 URL を無料プレゼント！
ご視聴 URL を、お申込みのメールアドレス宛てにお送りいたします。メールアドレスにお間違いがないか、ご確認の上お申込みください。

株式会社マネーフォワードでは、皆様のお役に立つ、当社もしくは当社関連のご案内を差し上げるために個人情報を利用させていただいております。
同意いただけない場合（今後このようなＤＭを不要とする場合）は https://moneyforward.com/feedback/new から配信不要の連絡をお願いします。
 

【個人情報の取扱いについて】
当社では以下の内容にて個人情報を取扱い致します。
●事業者の名称：株式会社マネーフォワード●個人情報保護管理者：CISO　連絡先：https://moneyforward.com/feedback/new ●個人情報の利用目的：当社もしくは当社関連の情報を DM、電話、FAX 等でご案内す
るため。お問い合わせに対応するため。上記に関わる連絡手続き等のため●個人情報の第三者提供について：ご本人の同意がある場合または法令に基づく場合を除き、個人情報は第三者に提供しません。●個人情報の委託に
ついて：当社は利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取り扱いの全部または一部を委託する場合があります。●開示等の求めに応じる手続きについて：開示対象個人情報につきましては、開示対象個人情報のご
本人またはその代理人からの利用目的の通知、開示、訂正等（内容の訂正、追加又は削除）、利用停止等（利用の停止、消去）の請求がなされた場合、その求めに応じて合理的な範囲内で対応させていただいております。問い合
わせ窓口までご連絡ください。（問い合わせ窓口：https://moneyforward.com/feedback/new）●事務所情報の取得方法について：・直接交換しました名刺・当社への各種申込み・WEB 等の公表されている事務所情報・
公開された各種名簿類の事務所情報・各種書籍・新聞・雑誌類等で公表されている事務所情報・データベース事業者保有の事務所情報

今後このようなご案内が不要の場合は、お手数ですが貴事務所名をご記入いただき、FAX にてご返信ください。　□ DM 配信停止希望（⇐チェックをつけてください）

マネーフォワード クラウド通信 2019 年冬号 株式会社マネーフォワード　https://corp.moneyforward.com

WEB からもお申込み OK

http://bit.ly/
2EXlXxk



マネーフォワード クラウド通信 2019 年冬号 株式会社マネーフォワード　https://corp.moneyforward.com

お申込み・お問い合わせは下記の FAX申込書をお使いいただくか、営業担当までご連絡ください

弊社にて FAX 受領後、確認のメールを mf-event@moneyforward.co.jp よりお送りしております。メールアドレスにお間違いがないかご確認の上、お申込みください。FAX 送信後、3 営業日を過ぎても弊社からのご連絡がない場
合は、恐れ入りますが、mf-event@moneyforward.co.jp までご連絡くださいますよう、お願いいたします。ご記入いただきました個人情報は、製品・セミナーのご案内、お客様からの問い合わせ対応、サービス改善のために利用い
たします。お申込みの際は、株式会社マネーフォワード（https://moneyforward.com/privacy#treatment）、エフビットコミュニケーションズ株式会社（https://fbit-denki.com/privacypolicy.html）の個人情報保護方針・個
人情報の取扱についてに同意いただいた上でお申込みください。本件に関するお問い合わせは、mf-event@moneyforward.co.jp へお願いいたします。

　　FAX 申込書　  03-3451-0781
どちらかに
チェック □申込み希望　　□詳細を聞きたい・相談したい どちらかに

チェック □電話で連絡希望　　　□メールで連絡希望

貴事務所名 電話番号

住所
〒　　　　-

代表者様
氏名

ご担当者様
氏名

E-mail 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＠

下記の項目すべてにご記入の上、FAXにてお申込みください。 
担当者より折り返しご連絡いたします。

株式会社マネーフォワード
「クラウド通信担当」宛

顧問先紹介による
新電力の報酬支払いサービス

報酬支払いまではわずか4ステップ

マネーフォワード クラウド公認メンバー

プラチナ・ゴールドメンバー限定特典のご案内

顧 問 先 様 の 直 近
12ヶ月分の電気料
金明細書のコピー
をご提出ください

明 細 書

削減金額がわかる
見積書を作成・送
付いたします

見 積 り

顧問先様の同意の
上、申込書を送付
ください

契 約

電気使用料金の 1.5% を報酬としてお
支払いいたします（お支払いは半期に一度）

報 酬

お客様の契約が続く限り毎年支給

エフビットでんきの 3 つの特徴

初期費用や新たな設備投資は不要。契約書の締結のみで切替可能です。
❶ 新電力切替に伴う費用・工事は不要

電圧や周波数などは、これまでと同様の品質を担保しています。
❷ 電力の品質はこれまで同様

万一の際にも地域電力会社が不足電力を補給するよう、
法で整備がなされています。

❸ 電力の供給安定性も切替前と同レベル

ご紹介するパートナー電力会社

サービス名 エフビットでんき

社名 エフビットコミュニケーションズ株式会社

対応エリア 全国

大型電力供給
実績

日本銀行等の省庁にも
大阪支店、京都支店、神戸支店、甲山寮、
岡山支店、下関支店、広島支店、松江支店 

電気代削減率 高い

紹介料の支払い 契約が続く限り半永久的に継続される



マネーフォワード クラウド通信 2019 年冬号 株式会社マネーフォワード　https://corp.moneyforward.com

約3,000の会計事務所様が導入したクラウド会計ソフトとは？

クラ ウド 会 計 入 門 講 座
クラウド会計の最新動向と他の会計事務所様の事例をもとに、なぜ今クラウド型の会計ソフトを導入する会計事務所が増えているのかや、

「マネーフォワード クラウド会計」の魅力・使い方をわかりやすくご紹介します。

クラウド会計の導入をご検討の方のご参加をお待ちしております !!

参加費
無料

エリア 日時 会場 参加
東京 1月24日（木）	11：00〜12：30 マネーフォワード東京本社（東京都港区芝浦 3-1-21 田町ステーションタワー S 21F） □
東京 2月1日（金）	 11：00〜12：30 マネーフォワード東京本社（東京都港区芝浦 3-1-21 田町ステーションタワー S 21F） □
東京 2月8日（金）	 11：00〜12：30 マネーフォワード東京本社（東京都港区芝浦 3-1-21 田町ステーションタワー S 21F） □
東京 2月15日（金）	11：00〜12：30 マネーフォワード東京本社（東京都港区芝浦 3-1-21 田町ステーションタワー S 21F） □
東京 2月22日（金）	11：00〜12：30 マネーフォワード東京本社（東京都港区芝浦 3-1-21 田町ステーションタワー S 21F） □
大阪 2月13日（水）	10：30〜12：00 エヌ・ジェイ出版販売株式会社 会議室（大阪市北区西天満 6-8-1 日本実業出版社ビル 7F） □

オンライン 1月29日（火）	11：00〜12：30 ※場所を選ばず、どこからでもご参加いただけます。ログイン方法については、別途後日ご連絡いたします。 □
オンライン 2月5日（火）	 11：00〜12：30 ※場所を選ばず、どこからでもご参加いただけます。ログイン方法については、別途後日ご連絡いたします。 □
オンライン 2月12日（火）	11：00〜12：30 ※場所を選ばず、どこからでもご参加いただけます。ログイン方法については、別途後日ご連絡いたします。 □
オンライン 2月19日（火）	11：00〜12：30 ※場所を選ばず、どこからでもご参加いただけます。ログイン方法については、別途後日ご連絡いたします。 □
オンライン 2月26日（火）	11：00〜12：30 ※場所を選ばず、どこからでもご参加いただけます。ログイン方法については、別途後日ご連絡いたします。 □

※オンラインセミナーのお申込みは、1事務所 3 名様までとさせていただきます。3 名様を超える場合は、パソコン 1台にて複数名様で閲覧の上、受講ください。

マネーフォワード クラウド会計 使い方講座（導入編）

以下のような声にお応えする内容になっております。
「マネーフォワード クラウド会計を購入したけど、新規事業所の作成方法からレクチャーしてほしい」「ネットバンキングやカード連携について知りたい」

　「エクセルテンプレートで仕訳を大量にインポートしたい」　「マネーフォワード クラウド給与や請求書からの仕訳連携を見てみたい」

※受講のお申込みは、1事務所 3 名様までとさせていただきます。3 名様を超える場合は、パソコン 1台にて複数名様で閲覧の上、受講ください。

「マネーフォワード	クラウド会計」の導入をされた方のご参加をお待ちしております !!

エリア 日時 会場 参加
オンライン 1月31日（木）	10：00〜11：30 ※場所を選ばず、どこからでもご参加いただけます。ログイン方法については、別途後日ご連絡いたします。 □
オンライン 2月14日（木）	10：00〜11：30 ※場所を選ばず、どこからでもご参加いただけます。ログイン方法については、別途後日ご連絡いたします。 □
オンライン 2月28日（木）	10：00〜11：30 ※場所を選ばず、どこからでもご参加いただけます。ログイン方法については、別途後日ご連絡いたします。 □
オンライン 3月14日（木）	10：00〜11：30 ※場所を選ばず、どこからでもご参加いただけます。ログイン方法については、別途後日ご連絡いたします。 □
オンライン 3月28日（木）	10：00〜11：30 ※場所を選ばず、どこからでもご参加いただけます。ログイン方法については、別途後日ご連絡いたします。 □

参加希望日に
チェックをつけて
ください

弊社にて FAX 受領後、確認のメールを mf-event@moneyforward.co.jp よりお送りしております。メールアドレスにお間違いがないかご確認の上、お申込みください。
FAX 送信後、2 営業日を過ぎても弊社からのメールが届かない場合は、恐れ入りますが、mf-event@moneyforward.co.jp までご連絡くださいますよう、お願いいたし
ます。ご記入いただきました個人情報は、製品・セミナーのご案内、お客様からの問い合わせ対応、サービス改善のために利用いたします。お申込みの際は、株式会社マネー
フォワード（https://moneyforward.com/privacy#treatment）の個人情報保護方針・個人情報の取扱についてに同意いただいた上でお申込みください。本件に関
するお問い合わせは、mf-event@moneyforward.co.jp へお願いいたします。

　　FAX申込書　 	03-3451-0781
貴事務所名 電話番号

参加者名
（代表者） 参加者名 参加者名

E-mail 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＠

下記の項目すべてにご記入の上、FAXにてお申込みください。 
お申込み期限は、開催日の 3 営業日前になります。

株式会社マネーフォワード
「クラウド通信担当」宛

WEBからもお申込みOK

http://bit.ly/
2F0xLPv



マネーフォワード クラウド通信 2019 年冬号 株式会社マネーフォワード　https://corp.moneyforward.com

エリア 日時 会場 参加
札幌 1月25日（金）	13：30〜15：00 マネーフォワード北海道支社（札幌市中央区南一条西 4-5-1 札幌大手町ビル 3F） □
札幌 2月8日（金）	 13：30〜15：00 マネーフォワード北海道支社（札幌市中央区南一条西 4-5-1 札幌大手町ビル 3F） □
東京 1月25日（金）	10：00〜11：30 マネーフォワード東京本社（東京都港区芝浦 3-1-21 田町ステーションタワー S 21F） □
東京 1月29日（火）	13：30〜15：00 マネーフォワード東京本社（東京都港区芝浦 3-1-21 田町ステーションタワー S 21F） □
東京 2月4日（月）	 13：30〜15：00 マネーフォワード東京本社（東京都港区芝浦 3-1-21 田町ステーションタワー S 21F） □
東京 2月13日（水）	13：30〜15：00 マネーフォワード東京本社（東京都港区芝浦 3-1-21 田町ステーションタワー S 21F） □
東京 2月21日（木）	13：30〜15：00 マネーフォワード東京本社（東京都港区芝浦 3-1-21 田町ステーションタワー S 21F） □
名古屋 1月29日（火）	13：30〜15：00 タイムオフィス名古屋 TimeA（名古屋市中村区 名駅 2-41-10 アストラーレ名駅 3F） □
大阪 2月5日（火）	 13：30〜15：00 マネーフォワード関西支社（大阪市中央区今橋 2-5-8 トレードピア淀屋橋 9F） □
大阪 2月13日（水）	13：30〜15：00 マネーフォワード関西支社（大阪市中央区今橋 2-5-8 トレードピア淀屋橋 9F） □
福岡 1月28日（月）	13：30〜15：00 マネーフォワード九州・沖縄支社（福岡市中央区大名 1-12-57 福商会館 3F） □
福岡 2月7日（木）	 13：30〜15：00 マネーフォワード九州・沖縄支社（福岡市中央区大名 1-12-57 福商会館 3F） □

参加希望日に
チェックをつけて
ください

弊社にて FAX 受領後、確認のメールを mf-event@moneyforward.co.jp よりお送りしております。メールアドレスにお間違いがないかご確認の上、お申込みください。FAX 送
信後、2 営業日を過ぎても弊社からのメールが届かない場合は、恐れ入りますが、mf-event@moneyforward.co.jp までご連絡くださいますよう、お願いいたします。ご記入い
ただきました個人情報は、製品・セミナーのご案内、お客様からの問い合わせ対応、サービス改善のために利用いたします。お申込みの際は、株式会社マネーフォワード（https://
moneyforward.com/privacy#treatment）、株式会社クラビス（https://klavis.co.jp/privacy）、株式会社ナレッジラボ（https://knowledgelabo.com/company/privacy）
の個人情報保護方針・個人情報の取扱についてに同意いただいた上でお申込みください。本件に関するお問い合わせは、mf-event@moneyforward.co.jp へお願いいたします。

WEBからもお申込みOK

http://bit.ly/
2F0xLPv

　　FAX申込書　 	03-3451-0781
貴事務所名 電話番号

参加者名
（代表者） 参加者名 参加者名

E-mail 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＠

下記の項目すべてにご記入の上、FAXにてお申込みください。 
お申込み期限は、開催日の 3 営業日前になります。

株式会社マネーフォワード
「クラウド通信担当」宛

「STREAMED」使い方講座

「STREAMED」の導入を検討されている方や、導入済みの方のご参加をお待ちしております !!

持ち物
①「STREAMED」のログイン ID・パスワード ※無料仮登録（https://streamedup.com/mailform/register-ac/）
②インターネットに接続可能な Windows PC
③スキャンスナップ iX100（お持ちの方のみ）

事前準備

ご持参される Windows PC で以下の設定を事前にお願いいたします。
難しい場合は、セミナー開始の 15 分前に会場にお越しください。
①「STREAMED」アップローダーのインストール（http://streamedup.com/help/tools）
② iX100のドライバーのインストール（http://streamedup.com/help/1928）

参加費
無料

エリア 日時 会場 参加
オンライン 1月28日（月）	15：00〜15：40 ※場所を選ばず、どこからでもご参加いただけます。ログイン方法については、別途後日ご連絡いたします。 □
オンライン 1月29日（火）	10：00〜10：40 ※場所を選ばず、どこからでもご参加いただけます。ログイン方法については、別途後日ご連絡いたします。 □
オンライン 1月30日（水）	13：00〜13：40 ※場所を選ばず、どこからでもご参加いただけます。ログイン方法については、別途後日ご連絡いたします。 □

「Manageboard」の活用方法をご紹介

「Manageboard」の導入を検討されている方や、導入済みの方のご参加をお待ちしております !!
1月 28日（月） 「Manageboard」の導入を検討中の方へ。全機能を網羅的に解説
1月 29日（火） 決算予測機能や簡易キャッシュフローを活用した予実比較の行い方、成果物の作り方
1月 30日（水） 大幅に機能増強した AIチェックの実践的な使い方、科目別設定方法のコツ

各日程でテーマ
が異なります

※受講のお申込みは、1事務所 3 名様までとさせていただきます。3 名様を超える場合は、パソコン 1台にて複数名様で閲覧の上、受講ください。

参加費
無料



マネーフォワードでは、クラウド会計の活用だけでなく、会計事務所様に役立つセミナーを開催しております。
通常有料のセミナーが当社開催により無料でご招待できるものもございます。この機会にぜひご参加ください。

会計事務所様向けセミナー＆新年会のご案内

お申込みは裏面の FAX 申込書よりお願いいたします
WEB からもお申込みいただけます  http://bit.ly/2F0xLPv

【東京開催】 マネーフォワード新年会 2019

開催日時  1月 25日（金）16：00～21：00　 定員  100 名様　 参加費  お一人 5,000 円（税込）※当日受付にてお支払いください

開催場所  TKPガーデンシティPREMIUM 田町（東京都港区芝浦 3-1-21 田町ステーションタワー S 4F）東京 B

【1部】 デザイン×経営　～マネーフォワード クラウドシリーズのブランディング戦略～

1977年 1月 12 日生 千葉県船橋市出身 早稲田大学教育部卒業。2000 年 博報堂入社（第 2MD 局、第 3 制作局、第 2CRセンター第 5 制作室） 
2006 年 博報堂退社 6 月より ground LLC へ参加。2007年 株式会社 渡辺潤平社設立

株式会社 渡辺潤平社 代表   渡辺 潤平 氏

京都大学農学部を卒業後、ペンシルバニア大学ウォートン校 MBA 修了。ソニー株式会社、マネックス証券株式会社を経て、2012 年に株式会社マネーフォワード設立。
新経済連盟の幹事、経済産業省 FinTech 検討会合の委員も務める。

株式会社マネーフォワード 代表取締役社長 CEO   辻 庸介

東京大学経済学部卒業後、ゴールドマン・サックス証券株式会社の東京オフィス、サンフランシスコオフィスにて約 8 年間勤務。テクノロジー・金融業界を中心にクロスボーダー M&A
や資金調達のアドバイザリー業務、ゴールドマン・サックスが運営する投資ファンドを通じた投資及び投資先企業の価値向上業務に携わる。2014 年よりマネーフォワードに参画。

株式会社マネーフォワード 取締役執行役員 Co-CFO   金坂 直哉

【2 部】 上場ベンチャー CFO 対談！ 効率化されたウォンテッドリー株式会社のクラウドツール活用

京都大学工学部を卒業後、モルガン・スタンレー証券に入社。株式調査部 にて株式アナリストとして約 6 年勤務。PRエージェンシーのフライシュマン・ヒラード・ジャパンを経て、
旅行系スタートアップのトリッピースにてバックオフィス全般、資産調達、カスタマーサポート、内部のオペレーション構築などに従事。2016 年 6月にウォンテッドリーに コーポレー
トチームの一員として入社。執行役員 経営企画担当を経て、2017年 11月に取締役 CFO に就任。

ウォンテッドリー株式会社 取締役 CFO   吉田 祐輔 氏

懇親会 （19：00〜21：00） ※同ビル内の 21階にあります、マネーフォワード東京本社に会場を移動します。

平成 31年度税制改正大綱の概要および顧客アドバイス

開催日時  1月 23日（水）14：30～17：00　 定員  60 名様　 参加費  無料
開催場所  マネーフォワード東京本社 セミナールーム（東京都港区芝浦 3-1-21 田町ステーションタワー S 21F）東京 A

参加費
無料

1994 年、中央監査法人に入所。98 年、公認会計士登録、中央フィナンシャル・アンド・リスク・マネジメント・コンサルティ
ング㈱入社。2000 年、㈱キャピタル・ストラテジー・コンサルティング設立。04 年、税理士法人渡邊芳樹事務所 社員。
14 年、日本公認会計士協会租税政策検討専門部会 部会長に就任。

ＪＰＢＭ会員 公認会計士・税理士   佐藤 正樹 氏

平成 31年度与党税制改正大綱が発表されました。
今年の改正は何といっても、2019 年 10 月 1日からの消費税増税。事
業者・消費者・富裕 層等の各視点から実務家として正確なポイント整
理が求められます。また、事業承継に関して個人事業者に向けた納税猶
予も法人同様に手当てされました。その他地域医療連携への支援や、所

得税関係、国際税務、不動産関連の重要な改正も盛り込まれています。
本研修では、公認会計士協会の租税政策の第一線で活躍する講師の佐
藤氏より、他では聞けない情報も含めて、いち早い改正概要と「実務対応
の勘所」を集中して解説いたします。ぜひご活用いただき、顧客支援に
お役立てください。

【大阪開催】 マネーフォワード新年会 2019

開催日時  2 月 6日（水）16：00～21：00　 定員  50 名様　 参加費  無料
開催場所  TKPガーデンシティ大阪淀屋橋 カンファレンスルーム A（大阪市中央区今橋 2-5-8 トレードピア淀屋橋 10F）大阪 C

【1部】 組織が目指す理想の姿と変革のための取組み

創造経営コンサルタント、経営品質協議会、認定セルフアセッサー。2013 年 事業継承にて事務所を引き継ぎ、理事長に就任。
「地域のグッドカンパニーづくりを通して、人の幸せを創造する」を理念とし、会計事務所を母体に、目標管理を中心とした経営支援サービスを提供する。

MMPC 税理士法人 理事長   松井 孝知 氏

懇親会・新オフィスお披露目会 （19：00〜21：00） ※同ビル内 9 階の新オフィスにてお披露目会を行います。

【2 部】 テクノロジーが変える会計業務の未来
株式会社マネーフォワード 代表取締役社長 CEO   辻 庸介

参加費
無料

http://pharos.jpbm.or.jp/
inquiry/taxseminar

お申込み WEBサイト

スペースに限りがございますため、恐れ入りますが、1事務所 3 名様までとさせていただきます。



マネーフォワード クラウド通信 2019 年冬号 株式会社マネーフォワード　https://corp.moneyforward.com

弊社にて FAX 受領後、確認のメールを mf-event@moneyforward.co.jp よりお送りしております（Aセミナーを除く）。メールアドレスにお間違いがないかご確
認の上、お申込みください。FAX 送信後、2 営業日を過ぎても弊社からのメールが届かない場合は、恐れ入りますが、mf-event@moneyforward.co.jp までご連
絡くださいますよう、お願いいたします。ご記入いただきました個人情報は、製品・セミナーのご案内、お客様からの問い合わせ対応、サービス改善のために利用い
たします。お申込みの際は、株式会社マネーフォワード（https://moneyforward.com/privacy#treatment）、一般社団法人日本中小企業経営支援専門家協会

（http://www.jpbm.or.jp/outline_ jpbm10.php）、イプシロン株式会社（https://www.etcg.biz/privacy/index.html）の個人情報保護方針・個人情報の取
扱についてに同意いただいた上でお申込みください。本件に関するお問い合わせは、mf-event@moneyforward.co.jp へお願いいたします。

　　FAX 申込書　  03-3451-0781
ご希望の参加会場に
チェックをして
ください（複数可）

□A東京 1/23（水） □B東京 1/25（金） □C大阪 2/6（水） 

□D名古屋 4/12（金） □E大阪 4/12（金） □F福岡 4/8（月） □G大阪 4/23（火）

貴事務所名 電話番号

参加者名
（代表者） 参加者名 参加者名

E-mail 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＠

下記の項目すべてにご記入の上、FAXにてお申込みください。 
お申込み期限は、開催日の 3 営業日前になります。

株式会社マネーフォワード
「クラウド通信担当」宛

WEB からもお申込みOK

http://bit.ly/
2F0xLPv

生産性向上！製販分離を実現し、売上 UP し続ける秘訣とは

開催日時  4月12日（金）10：00～12：00　 定員  20 名様　 参加費  無料
開催場所  タイムオフィス名古屋（名古屋市中村区名駅 2-41-10 アストラーレ名駅 3F）名古屋 D

開催日時  4月12日（金）15：00～17：00　 定員  20 名様　 参加費  無料
開催場所  マネーフォワード 関西支社 会議室（大阪市中央区今橋 2-5-8 トレードピア淀屋橋 9F） ※ 2 月に左記住所に移転予定

大阪 E

2003 年会計士試験合格後、大手監査法人、中小コンサル会社を経て、日本橋にて独立開業。上場から零細企業まで、外部監査から内部コンサルまで、一通り経験したのち、
「創業支援に特化した資金調達に強い会計事務所」として 2012 年開業。「創業補助金の採択支援数　都内会計事務所で 1位」、「MFクラウドを顧問先 50 社に導入した関東で最
初の会計事務所」などの実績を上げる。

はぎぐち公認会計士・税理士事務所／株式会社 HG&カンパニー 代表取締役   萩口 義治 氏

親戚が営む事業所で、パソコンや IT が得意な社長なのに、会計はアナログなままで苦労している事に疑問を抱き、クラウド会計に興味を持つ。
クラウドを使用しない税理士事務所を経て、はぎぐち公認会計士・税理士事務所に入社。

はぎぐち公認会計士・税理士事務所   森田 隆 氏

IT 導入の一環として「マネーフォワード クラウド」を独自の判断で導入。
しかし、メンバー増加に伴い、新しい取り組みへの抵抗や混乱が起こり、
効率化に結び付かない状況に…。
そこで始めた「事務所内の分業化」。製販分離の考えをもとに、それぞれ
の特徴を生かした業務スタイルを確立させることに成功。
本セミナーでは、「マネーフォワード クラウド」導入後、大幅な業務改善
に成功した、はぎぐち公認会計士・税理士事務所の経験と現在の取り組
みを大公開します。

参加費
無料

セミナーに参加された方の声

□ 実際に運用されている具体的な方法も聞けてよかったです
□ 今後の導入に向けた具体的なイメージができました
□ 資料の回収方法など、すぐに真似できるコツが聞けてよかったです
□ IT に興味がある人を採用し、事務所を大きくする未来が描けました

製販分離経営のススメ！ 会計事務所のクラウド導入ノウハウ共有会

開催日時  4月 8日（月）15：00～17：30　 定員  20 名様　 参加費  お一人 5,000 円（税込）※当日受付にてお支払いください

開催場所  マネーフォワード九州・沖縄支社 会議室（福岡市中央区大名1-12-57 福商会館 3F）福岡 F

開催日時  4月 23日（火）15：00～17：30　 定員  20 名様　 参加費  お一人 5,000 円（税込）※当日受付にてお支払いください

開催場所  マネーフォワード 関西支社 会議室（大阪市中央区今橋 2-5-8 トレードピア淀屋橋 9F） ※ 2 月に左記住所に移転予定
大阪 G

【2 部】 テクノロジーを活用した記帳・監査工数の劇的な削減と売上アップにつながる付加価値提供

【1部】 クラウドサービスを活用した製販分離経営のススメ

沖縄から北海道と全国 280 事務所以上に製販分離のコンサルを実施し成長をサポート。地域勝ち残りの展開を支援している。事務所の競争力強化、現場改善、経営効率化、ブ
ランド構築、生産性向上の実現を得意としている。税理士団体やマスコミでの講演活動も多数。

イプシロン株式会社 代表取締役社長   角田 達也 氏

【3 部】 ≪導入済の会計事務所様ご登壇≫ クラウド会計・STREAMED の所内浸透までのプロセスを大公開

沖縄尚学高等学校、中央大学商学部を卒業後、2001年に都内の
大手税理士法人に入社。2006 年、父親の税理士事務所へ入社。
2016 年、弟と共に税理士法人エヌズを設立。全般的な税務相談や、
クラウドを活用した創業支援など、幅広いサービス提供を図る。

税理士法人エヌズ 代表社員 所長・税理士   野原 信男 氏
平成 20 年大原簿記情報専門学校卒業後、北海道札幌市の島元宏忠
税理士事務所（現：税理士法人 シマ会計）に入所。平成 23 年税理
士試験合格、翌年 2 月に税理士登録後、同事務所の副所長に就任。
月次決算書を用いた財務コンサルティング業務を専門に行っている。

税理士法人 シマ会計   植島 悠介 氏
福
岡 
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マネーフォワード クラウド公認メンバー プラチナ・ゴールドメンバー様は無料 でご参加いただけます
※ 1事務所様につき 3 名様までとさせていただきます。※公認メンバーの詳細はこちらをご確認ください https://cpta.biz.moneyforward.com/


