freee 株式会社
〒 141-0031

東京都品川区西五反田 2-8-1 五反田ファーストビル 9F

https://www.freee.co.jp/

スモールビジネスを、
世界の主役に。

本来はスモールビジネスこそが、
最も強い存在になれる

しかし、実際には大企業と比べると
労働生産性に大きな差がある

およそ

800

（2018 年版中小企業白書より 非製造業の一人当たりの付加価値額を抜粋）

大企業

労働生産性

1,327

万円／人

中小企業

労働生産性

万円／人の差

558 万円／人

スモールビジネスでは、
バックオフィス業務に時間が取られ過ぎている
バックオフィス業務 : 会計・人事労務・入出金管理等の、いわゆる事務処理的な管理業務全般

コスト面で優位性があるはずなのに

バックオフィス業務を
力業で解決している

1

本来的には「ヒト・モノ・カネ」の最適化

を実現できる組織体系でありながら、従来型
の業務システムが高額なこともあり、まだま

2

だバックオフィスの最適化は進んでおりませ

ん。
「全てが手作業」という企業も多く存在し
ています。

3

スモールビジネスが強い

つの理由

人材マネジメントがしやすいはずなのに

「こんな状況、
思い当たる節はありませんか？」

（ 2018 年版中小企業白書「中小企業に留まりたい理由」より 社内メリット TOP ３ ）

管理体制があいまいになっている

従業員同士の距離感が近いからこそ、社内ルール

が不明瞭となりがちです。

「この経費なんに使ったの？」
、
「今月送った請求書

の控えどこ？」このような会話が日常的に発生し、
経営者自ら確認や書類の収集作業に多くの時間を割
いてしまいがちです。

3
創造的な活動がしやすいのに

1.コスト面で優位性がある

2. 人材マネジメントがしやすい

が多くなり、コスト削減が進まない例も珍し

進み、まわりの人が行っている業務の把握が

大企業になると、経営者の目が届かない領域
くありません。市場の変化に対して柔軟に対

応できるスモールビジネスだからこそ、
「ヒ
ト・モノ・カネ」に関わるコスト面の最適化
が実現しやすくなります。

3. 創造的な活動がしやすい

組織規模が大きくなればなるほど、属人化が

大企業の多くは、調整事項が多いため意思決

難しくなりがちです。一方、スモールビジネ

とが後手に回りがちです。その反面、スモー

スでは、従業員同士が顔をあわせ仕事をし、
日常的にコミュニケーションが取れているた
め、人材マネジメントは容易になります。

定に時間がかかり、市場の変化に対応するこ
ルビジネスは、少人数だからこそ意思決定に
かかるスピードが速く、商品開発や販路開拓
などの創造的な活動に注力できます。

財務状況に基づいた判断でなく
感覚で経営判断を行いがち

会計に必要な書類を収集し、記帳することに手間がかかるため、

「月次決算が確定するのは数カ月後」という状況になりがちです。
その結果、財務データに裏付けされた早く的確な意思決定が困

難となり、
「資金不足で攻めの経営が出来ない」といった資金繰
りに頭を悩ます経営者も少なくありません。

バックオフィス業務の課題を freee が全て解決 !
1

月額 1,980 円から、大企業と同等レベルの
自動化されたシステムを実現

3

主要な会計帳簿はもちろん！
freee ならではの多彩なレポート機能を用意

あらゆるデータを freee 上に取り込み、
人工知能を用いて仕訳に変換する
「自動で経理」機能を搭載

勘・経験・度胸の経営判断から、
データに裏付けられた経営判断へ

（※）をはじめ、Web 上に存在するあらゆるデータを簡単に取

仕訳帳・元帳・試算表・月次推移等に加え、

入力手段は直感的でも会計帳簿は本格

freee では銀行の入出金明細やクレジットカードの利用履歴

仕様。日々の業務を freee で行うことで、

り込むことができます。取り込んだデータは「自動で経理」機

他の会計ソフトにはない、freee 独自のレ

能により、自動的に仕訳に変換。日常的な取引の入力業務は、
ほとんどが不要になります。

金融機関

（※）インターネットバンキングや Web 上のカード利用照会サービスへの加入が
必要になります

会計

決済サービス

業務データ

ポート（債権債務管理・資金繰り・予実
管理など）が自動的に生成されます。

会社の財務状況をリアルタイムに把握

できるからこそ、安心して創造的な活動
に注力することができます。

2

人事労務

債権管理

クレジット
カード

請求書

バラバラだったツールを、
誰でも使える１つのシステムに

会計業務と経理業務を一体化することで
転記作業を排除し、管理が簡単に

バックオフィス業務の一番の無駄は、様々なツールに同じ

ような情報を繰り返し入力する転記作業です。時間がかかる
上、作業ミスの温床にもなっていました。

債務管理

経費精算

会計 freee では請求書作成や債権債務管理などの経理業務

に必要な機能を標準搭載。日々の経理で入力した情報を自動
で帳簿に反映し、転記作業が極力不要な体制を実現します。

COLUMN

クラウドサービスの良さ

クラウドサービスとは、業務に必要なソフトウェ

直感的に入力可能な画面構成

人工知能を用いずに手で記帳する場合でも、freee では収入

か支出・決済条件・勘定科目の選択をすることで、簡単に仕
訳を生成することができます。

加えて、勘定科目を選ぶ際は、日常的な用語から適切な勘

定科目を選べる仕組みになっているので、簿記の前提知識を
持たない人でも記帳ができる画面構成になっています。

アをインターネットを通じて「いつでも」
「どこで
も」
「安く」活用できる仕組みです。

インストールが必要な従来型のソフトと異なり、

買い換えの必要なく常に最新バージョンが活用で

きる他、セキュリティ管理もバックアップも 24 時
間 365 日実施されています。

預金データ

画像データ

経費データ

書類データ

毎日続けるから
変化を正確に 把握 できる。

気軽に作業できるから
毎日続けられる 。
毎日の記帳業務を楽にする会計 freeeの便利な機能

領収書はスマートフォンで撮るだけ

freee ではスマートフォンアプリで領収書を撮影す

いつもの取引は自動で処理

変化に敏感になる

領収書の利用日順への並び替えや利用用途の確

毎日入力をし続けることで、自社のビジネスの傾

動的に仕訳処理を行います。入出金を伴わない

トフォンからでもログインする事が可能です。

とめて処理するからこそ発生します。その日の内に

ビスの取引高が増えているのかなど、細かい傾向

時にログインでき、作業を分担し短期間で集中し

プルになります。

化に対しても敏感に気づくようになります。

画像解析の技術により高い精度で自動で読み取

取引についても取引相手や勘定科目・金額内容

の記帳が完了します。

作業がシンプルになる

freee では、ご自身の職場にあるパソコンだけで

キング等から取込めば、設定したルールに従い自

られ、勘定科目を選択するだけで日々の領収書

いつでも、どこでも、みんなで利用

日々の入出金情報についてはインターネットバン

るとその画像データ化が「ファイルボックス」に

自動で格納されます。日付や金額は OCR という

毎日続ける事で得られるメリット

を取引テンプレートとして登録しておけば、クリッ

ク一つで登録する事が可能です。

なく、お手元のノートパソコン・iPad・個人のスマー

アクセス権限のあるアドレスであれば多人数が同

て入力を完結させることも可能です。

認といった入力前の面倒な工程は、数ヶ月分をま
処理する事で上記工程は不要となり、作業がシン

アイデアが生まれる

日々変化する経営状況を、いつでもどこでもノート

向が数字から見えてきます。どの取引先やどのサー

パソコンやスマートフォンで確認することで、「ある

を把握できるようになるからこそ、ちょっとした変

い」など、経営判断が手遅れになる前に新しい施

商品の売上が下がった」や「広告の効果が出てな
策を打てるようになります。

freee 導入ユーザーの声
導入前の課題感

導入前の課題感

集計作業に毎日 2 時間も使っていました。平日だ

事業主の時代が 1 年ほどあるんですが、そのとき

夕方になると、FAX の注文とにらめっこしながら

けでなく、土日も含めて毎日です。作業が終わって

代表 石垣 貴裕 氏

http://ryogokuya1028.business.site/
業種

小売業（実店舗）

従業員数

1～5名

は他社の会計ソフトを使っていました。当時から今

も、ちゃんとできてるか不安で、頭の中につねに「黒

まで代表である私が経理作業を行なっており、入力

豆腐について考えている時間は 2 割もなかったと

ました。
税理士さんに叱られて重い腰を上げるといっ

いモヤモヤ」がある感じでした。

両国屋豆腐店のケース

BOTANIC（個人事業主時代の名称）は、個人

思います。本当は、商品のパッケージを研究したり、
新規開拓の営業をしたかったのですが、毎日やりた

いことはあっても疲れて終わる…の繰り返し。そこ
から抜け出したくても何をすべきか分からない状況

でしたね。

作業は毎月ギリギリのタイミングで一気にやってい

た感じです（笑）
。

作業が一通り終わったところで力尽きるので、改

めて財務状況をチェックすることはほとんどありませ

んでした。会計 freee に切り替える前の作業量は、
現在の 20 倍くらいあったかもしれません。

藁にもすがる思いでクラウド活用セミナーに参加し、そこから 1 年弱で会

計 freee、そして freee と連携できる G Suite、kintone、Square を導入。

その結果、事務仕事が「2 時間→ 30 分」と 4 分の 1 に。しかも、平日だ

事務作業にかかる時間

730 時間

もともとは豆腐作りの時間を作るための IT 導入でしたが、最終的に、営

るほどになりました。たった 1 年で新商品開発や売上アップまで繋がるとは、
導入前には全く思いもしませんでした。

https://www.botanic.in/

小売業（オンラインショップ｜ディスプレイ｜植栽｜実店舗）

従業員規模

10 ～ 20 名

「会計 freee 導入前の作業量は、
現在の 20倍くらいあったかも」

けで終わるようになりました。年間計算すると 600 時間にもなるんですね。
業活動やマーケティングにも取り組むことができ、SNS でも口コミが生まれ

CEO 田中 彰 氏
業種

「たった 1 年で新商品開発や
売上アップまで実現できました」
freeeを導入してみて

BOTANIC Inc. のケース

600
時間削減

freeeを導入してみて

会計 freee で部門分けをおこない、
事業ごとの収益を把握
植栽事業

BOTANIC Inc. は会計を事業ごとに部門分けしています。店舗、オンライ

ン、
ディスプレイ、
植栽の 4 つを会計 freee 上で分けてデータを見ているので、
店舗事業

130 時間
導入前

「会計 freeeを中心とした
クラウドサービス導入で年間 600 時間を削減」

導入後

ディスプレイ事業

オンライン事業

毎月どの事業がどれだけの収益を上げているのかが一目瞭然。とても便
利ですよ。

今では会計 freee を開かない日はないです。経営者としてスマートフォン

ですぐに経営データが見られるのはありがたい。また、今の税理士さんと
は定期的に会計 freee を見ながら相談しています。今後経理の担当者を
雇ったとしても、会計 freee に触れる時間は変わらないでしょう。

「経営管理を徹底し、
着実に利益が出せる経営を実現できた」

freeeを使えば時間の創出 から収益の創出まで！

freee のプロダクト紹介

料金プラン

個人

ERP
業務を行うと記帳が完了
自動化（AI）

入出金のデータは
自動で読み込み

（IB やクレカを推奨）

各プロダクト一覧

14,800 円 / 年（税抜）

とにかく確定申告を行いたい

日々の経理の効率化から
確定申告まで

freeeの操作が分からない方
使い方が正しいか不安な方

980 円 / 月（従業員追加なし）

入出金管理

〇

消費税申告

×

サポート機能
ファイル保存

法人

タイムに数字の把握が可能。

まで対応。

書類作成が完了。

簡単に。ガイドに沿って質問に答えるだけで

△（必要最低限のレポート）
△（チャット・メール）
△（月 5 枚まで）

要なすべての書類を 5 分で作成できる無料
サービス。

低コストでマイナンバーの収集から保管、利
用、破棄までがクラウド上で完結。

Web で申し込みでき、最短 4 営業日で発行。
創業時でも本人確認書類だけで審査可能。ラ
イトは年会費無料。

〇

レポート機能
サポート機能
ファイル保存

法人

ミニマム

〇（収益・費用レポート等）
△（チャット・メール）
〇（無制限）

ベーシック

法人

プロフェッショナル

経理業務の効率化・リアルタイムで
お金の流れを可視化したい

生産性向上、収益改善の判断の
ために財務データを活用したい

入出金管理

〇

経費精算

×（なし）

〇

（会社法に準拠した
書類を出力可能）

4,780 円 / 月（3ID 込・4 人目から別途料金）

入出金管理

〇

経費精算

〇（承認者指定のみ可）

決算書

△（必要最低限のレポート）
△（チャット・メール）

レポート機能
管理会計

サポート機能

〇

（会社法に準拠した
書類を出力可能）

〇（収益・費用レポート等）
〇（電話サポート込）

47,760 円 / 月（10 ID 込・11人目から別途料金）

入出金管理

〇

経費精算

◎（申請経路の設定可）

決算書

レポート機能
管理会計

サポート機能

〇

（会社法に準拠した
書類を出力可能）

◎

（予実管理・資金繰り・
プロジェクト会計等）

〇（電話サポート込）

安心のセキュリティ

強固で柔軟な
認証・認可機能

画面に沿って入力するだけで、会社設立に必

消費税申告

〇（電子申告可能）

決算業務を低コストで乗り切りたい
経理を楽に、効率化したい

サポート機能
個人事業の開業手続きを、無料で、素早く、

〇

確定申告

477,600 円 / 年（税抜）

管理会計

細作成や年末調整、入社手続きから勤怠管理

入出金管理

電話サポート

47,760 円 / 年（税抜）

レポート機能

給与計算や労務管理を大幅に効率化。給与明

1,980 円 / 月（3ID 込・4 人目から別途料金）

23,760 円 / 年（税抜）

決算書

作成のほか、請求業務等にも対応し、リアル

〇（電子申告可能）

2,380 円 / 月（3ID 込・従業員追加なし）

中小企業の経理業務を効率化。帳簿・決算書

サポートオプション

19,800 円 / 年（税抜）

レポート機能

いつでもどこでも
ログイン可能

スタンダード

9,800 円 / 年（税抜）

確定申告

クラウド

個人

スターター

リスクベース認証など先進の技術を
採用し、お客様の情報を保護。また、
柔軟な権限管理機能により、閲覧範
囲の制限を管理できます。マイナン
バー制度等の技術的安全管理措置に
も対応しています。

基礎セキュリティ
ファイアウォール、侵入検知装置、ウ
イルス対策ソフト等によるセキュリ
ティを構築し、外部から のサイバー
攻撃を防いでいます。

堅牢な
バックアップ管理

お客様からお預かりするデータは、
１分間隔でバックアップ。データは
全て暗号化したうえで、複数拠点で
保管し万が一に備えています。

金融機関相当の
チェックをパス

金融機関と連携するため、各金融機
関から受ける厳しいセキュリティ
チェックをパスしています。お客様
の情報を守るため、金融機関並のセ
キュリティ体制を構築しています。

