ラクス／楽楽精算

中小企業の成長を妨げる
ルーティンワーク

攻めの一手は
経理部門の 業務改革 にあり
――企業改革のプロが太鼓判を押す経費精算IT化の有用性

中小企業は、
日々の煩雑な業務に追われ能力を発揮できていない ――。
多くの企業改革に携わってきた冨永英里税理士は、企業が構造を変えるためには、
まず経理業務、
とりわけ「経費精算業務」の改革から着手することが最適だと訴える。
そんな同氏がこのほど、経費精算業務のボトルネックを解消するラクスのクラウドサービス
「楽楽精算」を体感。
その有用性を同社クラウド事業本部長の井上英輔取締役と語り合った。

経 理 改 革 で 会 社は変 わ る
精算業務の改善が急務

として提出するだけで、そ れ

を経理がシステムに再入力、と

務に注力できていません。そこ

雑務に追われ、自社本来の業

ましたが、多くは資金繰りや

以上の経営者の方々とお会いし

みます。これが積み重なって

を煩雑にするという悪循環を生

発 生する。それがさらに作業

煩雑。滞りやすく計算ミスも

的に発生し、単純でありながら

冨永 経 費 精 算 業 務 は、定期

いう二度手間も多いようです。

で私は、改善策を考えていく

月次決算が遅れ、経営の妨げ

冨永 私はこれまで１０００人

上で、まず最初に経理部門の改

に――。決して大げさな話では

問題を抱え、経費精算業務の効

革を行うよう助言しています。

や伸びている事業などを把握

率化を模索しました。そこで出

井上 実は、当社もかつて同じ

して会社の未来を予測するの

た結論が「定常的な作業はＩＴ

ありません。

が本来の仕事。こうした「攻め

で」
「人は考える仕事を」だっ

経理部門は、月次の試算表を

の経理」を行うようになれば、

たのです。

迅速に作り、経営上の問題点

会社はドラスティックに変わる

裕がなく、過去に発生した数字

部門に十分な人数を配置する余

ところが、多くの企業が経理

費精算申請という“作業”をＩ

そこでまず、ボトルネックの経

間残業が常態化していました。

に経理部門は２人。月初の長時

数年前、当社は社員１００人

の処理、特に社員の経費精算業

Ｔ化しようと考えたのです。

のです。

務に時間を奪われるという状況

井上 経 費 精 算 は 重 要 な 経 理

が向上しまし

の結果として、全社的に生産性

の業務効率化にもつながり、そ

作ったシステムを実際に運用

業務の一つですが、申請者には

た。それを商

に陥っています。そう考えてい

かなりストレスがたまる作業で

品化したのが

してみると、経理部門の負担

す。特に、小さな会社では、手

「楽 楽 精 算」

た と き「 楽 楽 精 算 」 を 知 り、

書き伝票での申請はもとより、

減 はもちろん、営業部門など

エクセルに申請データを入力し

なのです。

「これならば！」と。

ても、プリントして「申請書」
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定常的作業はＩＴで︒人は考える仕事を
ることを実感しています︒
経費精算は︑あらゆる

算﹂という一連の業務フローを

における﹁申請﹂↓﹁承認﹂↓﹁精

井上 ﹁ 楽楽精算 ﹂は経費精算

改革に着手しており︑今

このような定常的作業の

先見性ある企業はすでに

べてに発生する業務です︒

︱︱ 井上

すべて電子化するシステムで︑
後︑
﹁楽楽精算﹂の導入
算で最も経理への負担となるの

業種業態の企業のほぼす

現在︑約４００社でご利用いた
数は︑さらに拡大すると予測し
が︑財務会計ソフトに入力する

すでに４００社が導入
市場ニーズはさらに拡大

だいています︒紙の伝票やエク
ています︒
めのデータ作成作業ですが︑﹁楽

業など外出する仕事をする人が

人規模が多数です︒業種では︑
営

井上 従業員数では 〜３００

態の特徴などはありますか︒

冨永 導入する企業の規模︑業

多くの反響が寄せられています︒

２人で済むようになった﹂など

た﹂
﹁５人でやっていた作業が

いた確認作業が数時間になっ

↓﹁精算﹂という一連の業務フ

前は︑経費の﹁申請﹂↓﹁承認﹂

井上 当社も﹁楽楽精算﹂導入

思います︒

導入を勧めやすい価格設定だと

う低コストで利用できますので︑

は月額３万円︵税別︶からとい

スが多いのですが︑
﹁楽楽精算﹂

資をする資金的余裕のないケー

冨永 中小企業は新規のＩＴ投

カードの使用履歴を取り込める

請できます︒さらに︑交通ＩＣ

行ってくれるので︑ミスなく申

にルートや金額の検索と入力を

の乗り換え案内ソフトが自動的

その他にも︑交通費は︑内蔵

コストカットが実現しました︒

人件費換算で月額 万円程度の
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実録・月額 万円のコスト
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入力画面のボタンの配色などに

を使って会計処理と財務分析を
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いる書式をできる限り似た形で

紙の伝票やエクセルで運用して
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ものですが︒
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多くの企業は︑それまでのやり
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経理が変われば︑会社はドラスティックに変わる

ようとしている企業が増えてい

経理担当者の大きな負担の一つ
が仕訳データの作成です︒多く
力が割かれています︒私は︑す
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でに財務会計ソフトを導入して
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冨永 社 員 の 経 費 精 算 作 業 へ

ンのデザインも考慮しました︒
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交通費などの申請をする側の営
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個々の会社の個別具体的な業務

http://www.rakurakuseisan.jp/

画・河村万理

従来のフローを変えず
スマートに電子化移管

に上がります︒ですので︑その

業担当者などは不便を感じます︒

る財務会計ソフ

フローをそのまま再現できます︒

経費の「申請」→「承認」→
「精算」のフローがビジュアルでわかるク
ラウドサービス「楽楽精算」のインターフェース。機能や処理ステー
タスが一目瞭然。左は、スマートフォン用に最適化された入力画面

http://diamond.jp/articles/-/49107
検索

だと思います︒

点には十分配慮しました︒また︑

承認経路や帳票レイアウトなど

トに合わせて勘

冨永 定期的な経費申請を社員

株式会社ラクス

に向かいます︒

ほぼすべての財務会計ソフト

定科目などを自

に促す際には︑疲れない操作性

も従来と変わらないように自社

由にカスタマイ

井上 例えば事前申請と事後申

なども重要だと思います︒

とも連携可能です︒

ズできる機能は︑

請のボタンを色分けしたりして︑
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特によく考えら
れているなと感

詳しい資料や導入事例紹介はこちらから
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タイムリーに月次試算表を作り、 「楽楽精算」は、導入前後の効率の変
早い段階で問題点を分析・解消して
化が目に見えるツールです。経理が
おくことは中小企業の生命線です。 最も苦労する財務会計ソフトへのデ
また、新たな事業計画も、財務的な
ータ入力は「楽楽精算」の連携機能に
裏付けがあってこそ実現するという
よって効率化できますし、勘定科目
もの。経理改革はまさに経営改革そ
などが自社の環境に合わせてカスタ
のものです。でも、決して構える必
マイズできるので、業務フローが大
要はありません。まず、社員にとっ
きく変わることもありません。経費
ては仕事の合間に申請する作業が、 の申請者、承認者共に業務のステー
経理部にとっては計算ミスの確認や
タスがわかりやすい画面設計、そし
集計作業が面倒な
て最大の特徴は、交通系ICカードの
「経費精算業務」 履歴がそのまま取り込めるので、申
を合理化する
請時の入力ミスが解消できる点です。
だ け で 、効 果 「楽楽精算」は、みんなが幸せになる
はすぐに表 れ
会社づくりに大きく貢献してくれる
ます。
でしょう。

経費精算業務の効率化は、企業を
どう変えるのか。冨永英里税理士
が大活躍するケーススタディをダ
イヤモンド・オンラインから漫画
でご覧いただけます。

楽楽精算

経営改革に即効性
「楽楽精算」のうれしい機能
英里ʼs NOTE

「楽楽精算」導入のケーススタディを
オンライン漫画で公開中！

〒151‑0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷 5‑33‑8
サウスゲート新宿ビル 3F
TEL：03‑6675‑3631
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中小企業の成長を妨げるルーティンワーク
ラクス／楽楽精算

攻めの一手は 経理部門の 業務改革 にあり

「人を幸せにす
冨永英里税理士事務所 1995 年税理士登録。1000 人以上の経営者と会い、
る会社づくり」をテーマに企業の改革や再生に従事。全国の商工会
合同会社 絆
議所や銀行などで講演多数。会計や税金に関する著書は20冊以上。
代表
冨永英里 税理士 http://www.eri-tominaga.com/（ホームページ）
http://ameblo.jp/eritominaga（公式ブログ）

