
2016年8月2日（火）
梅田スカイビル タワーウエスト22階

全国12都市開催

～ 次の業務トレンド､ITトレンドを知る ～

7月 5日(火) 静 岡
7月 7日(木) 大 宮
7月12日(火) 東 京
7月13日(水) 横 浜
7月15日(金) 金 沢
7月20日(水) 広 島

7月27日(水) 札 幌
8月 2日(火) 大 阪
8月 3日(水) 名古屋
8月19日(金) 仙 台
8月24日(水) 福 岡
8月26日(金) 高 松



セミナースケジュール A・B会場

時間 A会場 B会場

10:00
【A-1】9:50-11:20
消費増税再延期！

今から備える経営改善対策セミナー

新たに対応が必要となる“軽減税率”
“インボイス方式”の実務対応を中心に説明します。

また、今回の増税は会社業務全般に
広く影響を及ぼすため、増税対応を通じた

経営改善の施策も合わせて紹介いたします！！

OAG税理士法人 大阪 大谷 洋一郎 氏

【B-1】10:00-11:30
経理担当者、総務責任者 向け

知っておきたい！！立入検査対策とあるべきガバナンス
～事例から学ぶ、経理責任者、事務担当者のための

必修対策セミナー～

①行政庁による監督の考え方
②勧告・公益認定取り消し事例から学ぶ

③立入検査対策とあるべきガバナンスのポイント
④定期報告書・立入検査対策チェックリストの紹介

新公益支援コンサルタンツ株式会社 西川 吉典 氏

10:30

11:00

11:30

12:00 【A-2】11:50-12:30
PCA会計X 勉強会

・各種帳票の加工機能 ・管理会計 ・摘要帳票
・スマートデバイスオプション ・銀行振込 ・セキュリティ

ピー・シー・エー株式会社

【B-2】11:50-12:20
PCA法定調書Xのご紹介

秋にリリース予定「PCA法定調書X」の機能等をご紹介します。
ピー・シー・エー株式会社 戦略企画部

12:30

13:00 【B-3】12:50-14:10
『中国事業の注意点と不正・税務リスクの防止

中国流通税改革の概要』と『PCA新サービスのご紹介』

中国において事業を展開されているお客様の注意点
と不正・税務リスクの防止に関してと中国流通税改革における

営業税の廃止と増値税への統合に関して
実務/具体例も含めて分かり易く解説頂きます。

水野コンサルタンシーグループ 代表取締役 水野 真澄 氏

【A-3】13:00-14:30
のびている会社はすでに取り組み始めている！

多様な働き方に対応した
人事制度の構築・活用方法

従業員の満足を高めるための人事制度の基本を押さえつつ、
多様な働き方の時代において、どのように人事制度を
構築していくべきかを事例をまじえながらお話します。

有限会社人事・労務 畑中 義雄 氏

13:30

14:00

14:30

【B-4】14:40-15:40
経理のプロが使いこなすPCA会計徹底分析

経理のプロが教える、PCA会計の使いこなしポイントを実際のソフトイメージと
併せてご説明させていただきます。

①管理会計とは～何を管理したいのか～ ②部門の設定～部門の概念を考えよう～
③キャッシュフロー計算書～キャッシュフローは結果でしかない～
④一歩緒進んだ経営分析資料の作成～まとめにかえて～

株式会社ブレイン 公認会計士・税理士 倉島 進 氏

15:00

【A-4】15:00-16:30
最新のマイナンバー情報を徹底解説！

導入後にすべき確認事項と
支払調書のマイナンバー対策

本セミナーでは、制度導入後の今、
会社として改めて確認すべき「安全管理措置」と

「導入後の実務」、そして今後重要になってくる「支払調書」の
マイナンバー対策について、詳細に説明いたします。

株式会社OAGビジコム 大谷 洋一郎 氏

15:30

16:00

16:30

17:00

セミナーは事前お申込制です。先着順となりますので、お早めにお申し込みください。
各セミナーの詳細内容はHPをご覧ください。

公益法人様向け

経営者・経理責任者様向け

中国ビジネス進出法人様向け
経営者・総務人事担当者様向け

マイナンバー・支払調書担当者様向け

経営者・経理責任者様向け

PCAソフト 導入事例!!



C会場 D会場 E会場

【C-1】10:10-11:10
人事総務担当者が知っておくべき

ストレスチェックのスムーズな導入のコツ

初めての担当者でもスムーズに導入を
進められるポイントを実際の企業様の

実例も交え解説いたします。
株式会社ドリームホップ 椋野 俊之 氏

【D-1】10:10-10:40
中小企業の働き方を変える新しい試み

株式会社インターコム

【E-1】10:10-11:40
社会福祉法人の内部管理体制の改善

~補助金を活用して~

社会福祉法の改正に伴い法人のガバナンスから
計算書類の作成の基礎となる法人の内部管理
体制の構築が重要になります。これに関して、

現状の把握から問題点の抽出、改善策の作成の
考え方をわかりやすく、社会福祉法人について
詳しい公認会計士が解説いたします。

OAG監査法人 橋本 公成 氏

【D-2】11:10-12:10
免税販売でインバウンド需要を狙う！

すでに免税販売をされているお店は効率化が、
これから始めるお店は手軽さが必要です。
免税制度と効率的な手続きで売上アップの

秘訣をお伝えします。
株式会社ビジコム

【C-2】11:30-12:30
企業のIT進化を支援する
ニフティクラウド活用術

高信頼、高性能のニフティクラウドを活用した
先進の基幹業務のあり方などつきご説明

ニフティ株式会社

【D-3】12:40-13:10
PCA商管X ロット管理編のご紹介

商管Xロット管理編をご紹介いたします。
ピー・シー・エー株式会社 【E-2】13:00-14:00

しくみを活かした病院経営改善事例
現場の運用（ソフト）や設備（ハード）において
“しくみ”に当てはめた見直しを行い、経費の適正化を
図っていく策について、病院再整備コンサルの視点から

事例を交えてご紹介致します。
シップヘルスケアリサーチ＆コンサルティング㈱ 樽井 秀幸 氏

【C-3】13:10-13:50
kintoneでファストに実現する

業務システム構築
サイボウズ株式会社

【D-4】13:30-14:00
業務効率化をさらに加速させる

新サービス「P-VAS」のご紹介
ピー・シー・エー株式会社

【D-5】14:20-15:00
IoTを業務で活用する方法

～NECの顔認証ソリューション～
セキュリティ強化や販売への活用などをご紹介。

日本電気株式会社

【E-3】14:20-15:20
PCAユーザー 「かないわ病院」 様にお聞きする！

PCA導入事例
IT経営を実践した病院として「攻めのIT経営中小企業百選」

も受賞されている かないわ病院様に
PCA導入のポイントをお聞きします！

医療法人 明仁会かないわ病院 川原 直人 氏

【C-5】15:20-16:20
いつものExcelそのままで、

いつもの業務をもっと効率的に！

ピー・シー・エー株式会社 DSS事業部

【D-6】15:20-16:20
富士通が目指すAI、

IoT、ビッグデータ利活用

富士通が考えるAI、IoT、ビッグデータの
ビジネスにおける利活用方法を

徹底解説いたします。
富士通株式会社

【E-4】15:40-16:40
外国人介護スタッフ採用・就業・定着の秘訣

1. 現状把握
2. 本当に日本へ介護職として来てくれるのか

3. どうすれば日本に来てくれるのか
4. 技能実習制度との具体的な付き合い方

5. メディパスの取り組み
株式会社メディパス 本部長 小田 弘 氏

セミナースケジュール C～E会場
ソリューションセミナー実務セミナー PCAセッション

社会福祉法人様向けストレスチェック担当者様向け

医療・介護事業所様向け

医療法人様向け

【C-4】14:20-14:50
Web-APIでひろがる・つながる

業務システム
ピー・シー・エー株式会社 DSS事業部

PCAソフト 導入事例!!

PCA導入事例
ユーザー様ご講演



講師のご紹介

新公益支援コンサルタンツ株式会社
公認会計士 税理士 西川 吉典 氏

未来戦略会計、非営利法人向け支援サービス、監査業務と 総合経営グループに
おける「経営」「会計」のエキスパート。
常に顧客の未来と成長を考えている。
公益法人運営支援コンサルティングについては、関西では一目置かれる
存在であり、数多くの実践を積み、クライアントからの信頼も厚い。

有限会社人事・労務
畑中 義雄 氏

チーフコンサルタント・社会保険労務士
前東京都社会保険労務士会台東支部副支部長
日本児童文芸家協会 監事
ＮＰＯ法人卯清理事

水野コンサルタンシーグループ
代表取締役 水野 真澄 氏

中国・アジアでビジネス展開を行う日系企業に対して
コンサルティング業務を推進。新聞、雑誌、TV等でも
幅広い活動を行なっている。
中国外貨管理マニュアルQ&A（NNA）、
中国ビジネス投資Q&A（キョーハンブックス）等著書多数。
著書は、中国語、韓国語にも翻訳されている。

A-1 経営改善対応 / A-4 マイナンバー A-3 人事制度の構築・活用方法

B-1 立入検査対策とあるべきガバナンス B-3 中国事業の注意点と不正・税務リスクの防止

株式会社ブレイン 代表取締役 公認会計士・税理士 倉島 進 氏

監査法人トーマツ時代に、法定監査・上場支援業務・経営コンサルタント業務・
英文財務諸表作成業務等を担当。特にコンサルタント業務においては、連結決算
に対する体制作りのコンサルーチングのほか、企業が伸びゆくための事業計画策
定支援コンサルーチング・社内改善プログラムの企画作成支援業務を担当。
退職したのち株式会社ブレインを設立。
上場企業に対してコンサルーチングを引き続き実施するほか、新規事業者
（ベンチャー企業）等の設立支援儲かる企業をめざしての財務体制・組織体制・
マーケティング支援等社内内部管理体制改善コンサルーチング等を実施している。

シップヘルスケアリサーチ＆コンサルティング株式会社
コンサルティング部 コンサルタント 樽井 秀幸 氏

新病院再整備プロジェクトにて、
調査～コンセプト作成～運用検討支援コンサルティングを行う。

OAG監査法人
パートナー・公認会計士 橋本 公成 氏

医療法人 明仁会かないわ病院
IT管理課 医療情報技師 川原 直人 氏

かないわ病院にて電子カルテや基幹系システムの導入など、刷新的なIT化のプロジェクトに中心人物としてたずさわる。

B-４ 経理のプロが使いこなすPCA会計徹底分析

E-1 社会福祉法人の内部管理体制の改善 E-2 しくみを活かした病院経営改善事例

E-3 かないわ病院様にお聞きする！PCA導入事例

株式会社ドリームホップ 椋野 俊之 氏
執行役員ソリューション事業部長

大手EAP企業の経営企画部に入社後、商品企画、IR業務、
管理会計業務を担当する。株式会社ドリームホップではメンタルヘルス
プログラム「ALART」のサービス責任者を担当。官公庁や民間企業向けに
200社を超える導入実績を保有。コストパフォーマンスに優れたサービス
として業界注目のサービスに成長させる。

C-1 ストレスチェックのスムーズな導入のコツ

セミナーは事前申し込み制です。
「ＰＣＡセミナー」→
「ＰＣＡソリューションカンファレンス2016」
もしくは、ホームページトップの“ピックアップ”
【PCAソリューションカンファレンス】から
お進みください。お申し込み後、受付票を
メールにて 送信させていただきます。
当日は受付票を印刷して頂き、
ご持参の上ご来場ください。

http://pca.jp/solcon で直接申込みサイトにアクセス可能
【申込画面】

お申込みのご案内

神戸大学経済学部卒業後、中央青山監査法人へ入所、その後OAG監査法人へ
入所。専門分野は、財務分析・管理会計 等

OAG税理士法人大阪
株式会社OAGビジコム
日本公認会計士協会準会員
大谷 洋一郎 氏

税務会計顧問、経営コンサルタントとして、
事業再生から内部統制を活かした業務改善まで、
網羅的な観点での経営支援を行っている。
また、講演やセミナー講師を全国各地で年間50回
以上担当。明快かつ実践的な講義には、経営者を始め、
経理担当者・営業担当者等から定評がある。



ぜひデモブースへ
お越し下さい！

ハンディソリューション
RealChecker WArm+

売上原価Pro

ストレスチェックALART

Vicsell支払管理

PSD労働社会保険 forPCAクロノス／テレタイム
クラウド／Zaion'nex

MajorFlow BC POS・あっと免税伝助、伝助EOS、請助、
送助、社保助

レッツ原価管理Go

勤怠管理ソリューション
スムーズな操作性で
ハイレベルな
勤怠管理を！

社会保険・労働保険管理
ソリューション
企業の労働保険
社会保険業務
トータルシステム

支払管理ソリューション
支払管理ソフトの決定版！
支払作業の大幅軽減を
支援します！

売上・原価管理ソリューション
利益重視の経営を
お手伝い！
ありそうでなかった…
そんな機能を豊富に
搭載！

ストレスチェック義務化対応を
カバーした（実施者代行可）
中小企業向けのメンタルヘルス
対策パッケージ
です。

指定伝票等発行
ソリューション
取引先の納品書・請求書
印刷、運送会社の送り状印刷

工事原価管理ソリューション
見積から原価管理まで
建設業の業務を
トータルにサポート

WEB ワークフロー
書類を電子化するだけではなく、
経費精算・勤怠管理・稟議決裁・
各種届出・報告書など、
多彩な業務プロセスを効率化。

POS ソリューション
もっと手軽なコストで
もっと簡単に！
もっと拡張性のある
POSシステムを実現！

ハンディターミナルソリュー
ション。商魂・商管ハンディ
連携パッケージ。現場で伝票
入力！あとは商魂商管に
データを転送するだけ！

クロノス(株) (株)パシフィックシステム (株)インターコム

パナソニック
ネットソリューションズ(株)

(株)アイ・ジェイ・エス

(株)ビジコム

(株)レッツ

(株) SCP.SOFT

(株)ウェルキャット

(株)ヘキサード

(株)ドリームホップ

「ほのぼの」シリーズ
TimeFun

Works_Spread タブレット伝票作成SUI

WebLogi for PCA

当日の展示製品のご案内
PCAソフトと連動し、さらに日頃の業務がよりスムーズに行うことが出来るソリューション製品を多数展示しております。

顧客情報管理ソリューション
ロケーションフリーにて、
顧客情報をリアルタイム共有
できる、CRM/CTIシステム。
スピーディーかつ的確な電話
応対に寄与できます。
(株)システムリサーチ

Excel伝票分散入力
PCA Client APIと
Microsft Excelが合体し、
低コスト分散入力

（株）システムワークス

タブレットでの入力しやすさを
一番に考えた伝票自動作成
システム。ＰＣＡクラウド
WEB-APIを利用し、
シームレスな操作性を実現
(株)マインドレイ

楽楽精算

経費・出張精算ソリューション

(株)ラクス

(株)日本アクセス

(株)NDソフトウェア

勤怠管理ソリューション
介護福祉事業所向けの機能を
標準装備した
勤怠管理システムです。

顔認証ソリューションでセキュリティ強化や販売活用を。
マイナンバーセキュリティソリューションでマイナンバーを
安心・安全に管理・保管！！

日本電気(株)

デリバリーセンター

従業員の残業時間を減らす、
定時退社を実現させる、
従業員の働き方の意識を変え、
ワークスタイル変革を
可能にします。

当日はPCA製品も
全製品展示して
おります。

社内SNS日報システム
nanoty

(株)サンロフト

Focus U 顧客管理
powered by intone

キャップクラウド(株)

在庫・仕入管理
ソリューション

(株)ピークアドバンス

サイボウズkintoneと
PCAクラウドをWeb-API連携。
PCAクラウド上の在庫や
仕入データをマルチデバイス
での利用が可能

毎日の作業を
報告する業務日報を
SNS形式で共有する
サービスです。

kintoneで開発した
『Focus U 顧客管理』と
PCA商魂Xクラウドを
WEB-APIで双方向に連携

伝票入力業務が負担、
在庫管理、発注管理が煩雑
そんなお客様にWeb-EDI機能
自動発注連携で
業務の負担を軽減

富士通(株)

手のひら静脈認証※によるセキュリティ管理を紹介
※世界約60か国に累計47万台の出荷実績を持つ生体認証
ソリューション（2015年3月現在）

ニフティクラウド

ニフティ(株)

IaaS/PaaS 市場で
シェアNo.1のクラウド
サービス高性能、高信頼、かつ
24時間365日の
無償電話サポート

経費伝票の電子化により
申請簡単→決裁超速！
経費精算の省力化を
強力に支援

Excel知識でアドオン開発
「CELF」

SCSK(株)

PCAクラウドと連携し、
自由な帳票や画面を「つくる」
ツールです。
Excelの知識があれば
「だれでも」作成いただくこと
ができます。

kintone

サイボウズ(株)

クラウドサービス「kintone」
を使った案件見込み管理や
売上日報、クレーム管理などの
様々な業務改善例や
連携サービスをご紹介します。

手のひら静脈認証 顔認証ソリューション



特別協賛パートナー

お問合せ

ピー・シー・エー株式会社 大阪支店
〒530-0011
大阪府大阪市北区大深町4-20 グランフロント大阪 タワーＡ 17階
TEL ：06-6485-5911 FAX ：06-6485-5902
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