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路地に咲くアジサイ 

あたらしい「令和」の時代に移ります。

誠に喜ばしく国民皆が祝福してあたらし

い元号とともに新時代をむかえます。 

私はひそかにこの新時代はかつて経験

しなかったニッポンの価値をひっくりか

えす、まさに「新時代」に入っていくと思

います。 

それは追いつけ追い越せでもなく、もち

ろん戦時体制でもなく、かといって一億総

中流でもなく・・・・・何といいますか目

標のない、ひとつにまとまらない漂流社会

と申しますか、ばらばら、それでいて結構

しあわせ観をもつ社会、つまりとらえどこ

ろのない、そのうちダラダラ国力を失って

いくニッポンを想像してしまうのです。 

ニッポンの国がなんでその道を歩むの

でしょうか？ジャパンアズナンバーワン、 

奇跡の復興ニッポンに学べ・・・・もては

やされ有頂天になったのかも知れません。 

 

すっかりハングリー精神が消えたニ

ッポン失墜はそこに原因があったのか

も・・・・。 

わかりません、ではどうしたらこのニ

ッポンを再興できるのでしょうか。 

これが令和時代の最高にして最大の

課題でありましょう。 

多分あの大英帝国、七つの海を制し世

界に君臨したイギリスはいかにして再

興しえたのでしょうか。（今 EU 離脱で

揺れに揺れていますが）これから経済大

国を目指すなどは論外でしょう。「大き

いことは良い事だ」の時代は当の昔の話

です。 

要はニッポンが「幸せ家族」になれる

かどうか、です。分かち合って繋がって

いかれるかです。「自利利他」の精神で

はないでしょうか。おそらくニッポンは

それができる国でしょう。「獲得・拡大」

から「武士道精神」なのでしょうか。 
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現在の会計システムは本当に進化し、便利になっています。 

例えば会計システムと銀行の入出金情報を容易に連携させることができます。つまり、今まで

通帳の履歴を見ながら一つ一つ仕訳を作成していたのが、ボタンひとつで銀行の入出金情報全

てがシステムに反映され、かつそれを自動で仕訳にしてくれるのです。 

さらに、その仕訳データをもとに、残高試算表から貸借対照表・損益計算書までをほぼ自動で

作成することができます。 

単純にシステム化することで人的コストが削減できるだけでなく、手書きによる記帳ミスが大

幅に減ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

会計ソフトで各種連携ができ、会計処理の一部を自動化できることは上記の通りですが、その

連携には少々準備を要する場合がございます。クレジットカードの明細は特に準備を要せず、そ

の会計ソフトとクレジットカード会社が提携していればすぐに連携できます（提携しているカー

ド会社は利用する会計ソフトのホームページにてご確認ください）。しかし、どの会社様でも共

通に連携の対象となるのが預金取引で、その連携については準備が必要です。つまりインターネ

ットバンキングのアカウントの取得を行っておく必要がございます。インターネットバンキング

は個人口座ですと月額利用料は無料であること

が一般的ですが、法人の場合には有料である金融

機関が多いので、その利用料も確認しておいた方

がよいでしょう。右の表はメガバンク等の月額基

本料で、お高く感じられるかもしれませんが、実

際はその分振込手数料等がお安くなるので、振込

件数の多い会社様ではメリットがあります。銀行

によってはインターネットバンキングのアカウ

ント発行に 1 週間程度かかる場合もございます。

電子マネーについても連携できるものが多いの

で、役員社員に貸与するなどの方法も準備として

ご検討頂ければ立替経費精算の手間も省けるか

もしれません。 

経理業務は“キャッシュレス”「自動化連携」を意識してスマートに管理しよう 

経理を自動化する

重要な３つのポイント 

銀 行 月額基本料 

みずほ銀行 5,400 円 

三井住友銀行 2,160 円 

三菱 UFJ 銀行 1,728 円 

りそな銀行 2,160 円 

ゆうちょ銀行 無料 

楽天銀行 無料 

住信 SBI ネット銀行 無料 

（参考：ﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ利用料 ﾏﾈｰﾌｫﾜｰﾄﾞ資料より）  

① 会計システムを導入しよう 

② ネットバンキングを使おう 

③ とにかくデータ連携してみよう！ 
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さわやか土曜塾 

次回のさわやか土曜塾    日時 : 2019 年 5 月 11 日(土) 10:00～11:30   

場所 : 辻堂市民図書館 2 階多目的室（藤沢市辻堂 2-15-8）  

会費 : 500 円                     詳細は、志村賢一・智江まで                                         

【従来】 

●従来のレジスタで売上管理 

→１日ごとの売上を売上管理表 

を見ながら会計ソフトに手入力 

 

 

●掛売のところは、締め日以後 

に納品書からエクセルで請求書 

を作成 

→請求書を見ながら会計ソフト 

に手入力 

 

●仕入等の支払いを銀行 ATM 

で並んで振込作業 

→預金通帳を見ながら会計ソフ 

トに手入力 

 

●日々の現金支払いの経費 

→領収証を集めて、会計ソフト 

に手入力 

 

【経理の効率化後】 

●POS レジを使い売上管理 

→クラウド会計と連携し、自動入力 

※POS レジとは、販売時点情報管理機能を備

えたレジスタです。 

 

●納品書から請求書までの一気 

通貫型の請求書システムを採用 

→クラウド会計と連携し、自動 

入力 

 

 

●インターネットバンキングを 

使い、好きな場所で振込作業 

→クラウド会計と連携し、自動 

入力 

 

●経費の支払い方法を現金払 

いから、クレジットカード払 

いに変更 

→クラウド会計と連携し自動入 

力。また一部現金払いのものに 

ついては、スマホのカメラでラクラク入力 

 

 

 

 

 

 

所長コメント 

ここ 2～3 年の経理の合理化はめざましいものがあります。経理業務をシンプルにしましょ

う。スタートはネットバンキングを活用し（経理業務のほとんどは銀行絡み）、自社で取り入

れ、業績と課題の”見える化”を行い、経営に役立てるのです。では会計事務所は何をするのか

…？システムを軌道に乗せることや、消費税や他の会計・税務関係のチェック、それだけでは

ありません。一番大切な経営アドバイスです。選ばれる企業を目指しましょう！ 

 

 

 

 

 

 

実際に経理の効化を実現した、藤沢市にある㈱Sさんの事例をご紹介いたします 

    

４月 27 日（土）～5 月 6 日（月） 

 

  

誠に勝手ながら、この期間を休業とさせていただきま

す。ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承ください

ますよう宜しくお願い申し上げます。 

  

 



とらい＆グロウ 

問
は
ずが

た
り 

 
 
 
 
 

今回ご紹介するのは 4 月 2 日座間市にオープンしたホルモン焼肉「肉喰らう’ｓ」

さんのご紹介になります。普段は運送業を営む会社を経営し、長年の夢だった飲

食店を実現された代表者さんのお店になります。 

長年食べ歩いた経験をもとに、安くて美味しいお肉を仕入れ、

また備長炭を使用されておりますので更に美味しく頂けます♪ 

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

「親孝行」なる言葉は死語になった？  

私は、実は親孝行なる言葉は死語になったと思っていた。 

がなんとなんと、中学校の卒業アルバムの将来の夢にその言葉を発見し

たのです。「将来親孝行したい・・・・」と。 

 私考えました。親の方がこの言葉にたじろいでいる、と。堂々と「親

孝行してほしい」と言えばよい。昔なら「母ちゃんに楽させたい」とほ

とんどみんな思っていたのに。親の方が引いてしまって距離をおいてし

まう。そう、それにはこっちが「親孝行したい親になることか」。妙に納得がいった。 

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

発行・編集 宇久田進治税理士事務所/㈱経営センターグロウ 

〒251-0042 藤沢市辻堂新町 1-1-2  クロスポイント湘南 6F 

TEL 0466（36）0627    FAX 0466（33）4892   URL：http://www.ukuta.net/ 

** 編集部では皆様に喜んでいただける紙面にしたいと思っております ** 

お読みになったご感想、お読みになりたい記事等のご意見をお聞かせくだされば幸いです。 

(e-mail : k-shimura@ukuta.net 又は上記 FAXで) 

表紙写真説明                      （河川敷の桜と西洋カラシ菜） 

表紙は一面の菜の花です。菜の花にはたくさんの種類があり、アブラナ       ↓↓↓ 

科の花になります。表紙を飾る菜の花は、収穫を終えたブロッコリーで 

す。写真撮影した後、可哀そうですが、草刈り機で刈り取って畑の土の 

中にすき込みました。そうすることで後作の作物の栄養になります。 

河川敷によく咲いているのは西洋カラシ菜でブロッコリーと同じアブラ 

ナ科です。もともと食用として入ってきたものが野生化したようです。 （表紙：志村の畑より） 

 

 

 

お店自慢の”豚スペアリブ” 

 

「肉喰らう’ｓ」 

住所 神奈川県座間市栗原中央 3-24-1 

TEL 046-204-9317 

顧問先紹介 

http://www.ukuta.net/

