PCA固定資産DX
業務区分

コア機能

ミドル

⑧業務管理・原
価管理

ミドル

バックオフィス

ソリューション

機能概要

補足説明等

・「申し送り/連絡事項共有(社
内)」（全業種）
・「営業日報管理」
（飲食・宿泊・卸/小売）

リマインダー機能を利用し、情報の共
有が可能になります。明日の担当者
への引き継ぎ事項や本日の日報、作
業タスクなどを利用者へ通知すること
が可能になります。

【リマインダー機能概要】

⑧業務管理・原
価管理

・電子申請/電子申告（飲食/
宿泊/卸・小売/運輸/医療/介
護/保育/その他）
・税・社会保険申請/申告処理
（飲食/宿泊/卸・小売/運輸/
医療/介護/保育/その他）

償却資産税の申告書を出力できます。
またeLTAX経由での電子申告も可
能です。
詳細についてはこちらをご確認ください。
http://pca.jp/etax

【申告書の出力条件】

⑨財務管理

・「ファシリティ管理」
（飲食/宿泊/卸・小売/運輸/
医療/介護/保育）
・「資産管理」
（飲食/宿泊/卸・小売/運輸/
医療/介護/保育）

資産（車両・有形資産、等）の写
真や取得時資料等の情報管理が行
えるだけでなく、減価償却費等の管理
まで行えます。併せて税法上の台帳や
取得した資産情報を元に取得価格、
残存価格、設置場所の管理を拠点
毎・担当者毎等に管理ができ、企業
の資産状況を把握しやすくなります。

【管理可能な資産の情報一例】
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PCA固定資産DXクラウド
業務区分

コア機能

ミドル

⑧業務管理・原
価管理

ミドル

バックオフィス

ソリューション

機能概要

補足説明等

・「申し送り/連絡事項共有(社
内)」（全業種）
・「営業日報管理」
（飲食・宿泊・卸/小売）

リマインダー機能を利用し、情報の共
有が可能になります。明日の担当者
への引き継ぎ事項や本日の日報、作
業タスクなどを利用者へ通知すること
が可能になります。

【リマインダー機能概要】

⑧業務管理・原
価管理

・電子申請/電子申告（飲食/
宿泊/卸・小売/運輸/医療/介
護/保育/その他）
・税・社会保険申請/申告処理
（飲食/宿泊/卸・小売/運輸/
医療/介護/保育/その他）

償却資産税の申告書を出力できます。
またeLTAX経由での電子申告も可
能です。
詳細についてはこちらをご確認ください。
http://pca.jp/etax

【申告書の出力条件】

⑨財務管理

・「ファシリティ管理」
（飲食/宿泊/卸・小売/運輸/
医療/介護/保育）
・「資産管理」
（飲食/宿泊/卸・小売/運輸/
医療/介護/保育）

資産（車両・有形資産、等）の写
真や取得時資料等の情報管理が行
えるだけでなく、減価償却費等の管理
まで行えます。併せて税法上の台帳や
取得した資産情報を元に取得価格、
残存価格、設置場所の管理を拠点
毎・担当者毎等に管理ができ、企業
の資産状況を把握しやすくなります。

【管理可能な資産の情報一例】

Copyright 2017–PCA. All rights reserved.
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PCA法定調書X
業務区分
ミドル

コア機能
⑧原価管理・
業務管理

ソリューション

機能概要

・電子申請/電子申告（飲食/宿
泊/卸・小売/運輸/医療/介護/保
育/その他）
・税・社会保険申請/申告処理
（飲食/宿泊/卸・小売/運輸/医
療/介護/保育/その他）

支払調書や支払明細票、法定調
書合計表などの作成が可能です。
源泉徴収票・法定調書合計表を
e-Taxで、給与支払報告書を
/eLTAXにて電子申告が行えます。
詳細についてはこちらをご確認くださ
い。http://pca.jp/etax

補足説明等
【電子申告可能な様式一覧】
e-Tax
給与所得の源泉徴収票
退職所得の源泉徴収票
報酬等の支払調書
不動産の使用料等の支払調書
不動産等の譲受けの対価の支払調書
不動産等のあっせん手数料の支払調書
法定調書合計表
配当等の支払調書
配当等の支払調書合計表
利子等の支払調書
利子等の支払調書合計表
非居住者等の支払調書
非居住者等の支払調書合計表

eLTAX

給与支払報告書（総括表）
給与支払報告書（個人別明細
表）

バックオフィ
ス

⑨財務管理

・「帳票入・出力」
（飲食/宿泊/卸・小売/運輸/医
療/介護/保育）

申告書の様式イメージの入力画面
と罫線付き印刷による申告書の出
力が可能となっており、手書き時の
処理と同等の感覚で処理を行って
頂けます。

【入力画面イメージ】

バックオフィ
ス

⑩給与

・人件費計算
（飲食/宿泊/卸・小売/運輸/医
療/介護/保育/その他）

源泉徴収票の作成から法定調書
合計表作成まで行うことで年単位
の人件費計算が行えます。

【対象人数・人件費合計が確認できる合計表】

バックオフィ
ス

⑩給与

給与明細配信

無料でバンドルされているeDOCXを
利用して、計算結果の源泉徴収票
を各従業員に配信することが可能
です。

Copyright 2017–PCA. All rights reserved.

【個人フォルダ管理可能なeDOCX】
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PCA法定調書Xクラウド
業務区分
ミドル

コア機能
⑧原価管理・
業務管理

ソリューション

機能概要

・電子申請/電子申告（飲食/宿
泊/卸・小売/運輸/医療/介護/保
育/その他）
・税・社会保険申請/申告処理
（飲食/宿泊/卸・小売/運輸/医
療/介護/保育/その他）

支払調書や支払明細票、法定調
書合計表などの作成が可能です。
源泉徴収票・法定調書合計表を
e-Taxで、給与支払報告書を
/eLTAXにて電子申告が行えます。
詳細についてはこちらをご確認くださ
い。http://pca.jp/etax

補足説明等
【電子申告可能な様式一覧】
e-Tax
給与所得の源泉徴収票
退職所得の源泉徴収票
報酬等の支払調書
不動産の使用料等の支払調書
不動産等の譲受けの対価の支払調書
不動産等のあっせん手数料の支払調書
法定調書合計表
配当等の支払調書
配当等の支払調書合計表
利子等の支払調書
利子等の支払調書合計表
非居住者等の支払調書
非居住者等の支払調書合計表

eLTAX

給与支払報告書（総括表）
給与支払報告書（個人別明細
表）

バックオフィ
ス

⑨財務管理

・「帳票入・出力」
（飲食/宿泊/卸・小売/運輸/医
療/介護/保育）

申告書の様式イメージの入力画面
と罫線付き印刷による申告書の出
力が可能となっており、手書き時の
処理と同等の感覚で処理を行って
頂けます。

【入力画面イメージ】

バックオフィ
ス

⑩給与

・人件費計算
（飲食/宿泊/卸・小売/運輸/医
療/介護/保育/その他）

源泉徴収票の作成から法定調書
合計表作成まで行うことで年単位
の人件費計算が行えます。

【対象人数・人件費合計が確認できる合計表】

バックオフィ
ス

⑩給与

給与明細配信

無料でバンドルされているeDOCXを
利用して、計算結果の源泉徴収票
を各従業員に配信することが可能
です。

Copyright 2017–PCA. All rights reserved.

【個人フォルダ管理可能なeDOCX】
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PCA消費税
業務区分

コア機能

ソリューション

機能概要

補足説明等

ミドル

⑧業務管理・
原価管理

・電子申請/電子申告（飲食/宿泊
/卸・小売/運輸/医療/介護/保育/
その他）
・税・社会保険申請/申告処理
（飲食/宿泊/卸・小売/運輸/医療
/介護/保育/その他）

消費税申告書を作成し、印刷することが
可能です。特例計算を行うための計算
シートを作成することも可能です。
作成した申告書をe-Taxにて電子申告
することも可能です。詳細はこちらをご確
認ください。http://pca.jp/etax

ミドル

⑧業務管理・
原価管理

・「経営分析」
（飲食/宿泊/卸・小売/運輸/医療
/介護/保育/その他）

一括比例配分/個別対応方式のいづれ
が益税となるかのシミュレーション機能を実
装しております。

【課税方式シミュレーション機能】

バックオフィ
ス

⑨財務管理

･「帳票入・出力｣

申告書の様式イメージの入力画面と罫
線付き印刷による申告書の出力が可能
となっており、手書き時の処理と同等の感
覚で処理を行って頂けます。

【出力イメージ】

バックオフィ
ス

⑨財務管理

・「損益情報管理」

仕訳伝票に記載された消費税区分を連
携し、自動的に区分毎の合計金額を算
出します。申告書作成まで計算過程を
管理でき、損税・益税の管理のシミュレー
ションも可能です。

【損益状況が確認できる合計表】

Copyright 2017–PCA. All rights reserved.

【対象様式一覧】

消費税申告書（一般用） 平成24年4月以後／消費税申
告書（簡易課税用）／付表2 平成24年4月以後／付表5
／消費税の還付申告に関する明細書／税務代理権限証書
／税理士法第33条の2第1項に規程する添付書面／税理
士法第33条の2第2項に規程する添付書面
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PCA消費税クラウド
業務区分

コア機能

ソリューション

機能概要

補足説明等

ミドル

⑧業務管理・
原価管理

・電子申請/電子申告（飲食/宿泊
/卸・小売/運輸/医療/介護/保育/
その他）
・税・社会保険申請/申告処理
（飲食/宿泊/卸・小売/運輸/医療
/介護/保育/その他）

消費税申告書を作成し、印刷することが
可能です。特例計算を行うための計算
シートを作成することも可能です。
作成した申告書をe-Taxにて電子申告
することも可能です。詳細はこちらをご確
認ください。http://pca.jp/etax

ミドル

⑧業務管理・
原価管理

・「経営分析」
（飲食/宿泊/卸・小売/運輸/医療
/介護/保育/その他）

一括比例配分/個別対応方式のいづれ
が益税となるかのシミュレーション機能を実
装しております。

【課税方式シミュレーション機能】

バックオフィ
ス

⑨財務管理

･「帳票入・出力｣
(飲食/宿泊/卸・小売/運輸/医療/
介護/保育)

申告書の様式イメージの入力画面と罫
線付き印刷による申告書の出力が可能
となっており、手書き時の処理と同等の感
覚で処理を行って頂けます。

【出力イメージ】

バックオフィ
ス

⑨財務管理

・「損益情報管理」

仕訳伝票に記載された消費税区分を連
携し、自動的に区分毎の合計金額を算
出します。申告書作成まで計算過程を
管理でき、損税・益税の管理のシミュレー
ションも可能です。

【損益状況が確認できる合計表】

Copyright 2017–PCA. All rights reserved.

【対象様式一覧】

消費税申告書（一般用） 平成24年4月以後／消費税申
告書（簡易課税用）／付表2 平成24年4月以後／付表5
／消費税の還付申告に関する明細書／税務代理権限証書
／税理士法第33条の2第1項に規程する添付書面／税理
士法第33条の2第2項に規程する添付書面
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PCA法人税
業務区分
ミドル

コア機能
⑧業務管理・
原価管理

ソリューション

機能概要

・「電子申請/電子申告」
（飲食/宿泊/卸・小売/運輸/医
療/介護/保育/その他）
・「税・社会保険申請/申告処理」
（飲食/宿泊/卸・小売/運輸/医
療/介護/保育/その他）

会計システムと連携し、法人税申
告書を作成するが可能です。年単
位の様式や税制ロジックを組込み、
お手軽に申告書を作成できます。
作成した申告書をe-Taxにて電子
申告することも可能です。詳細はこ
ちらをご確認ください。
http://pca.jp/etax

バックオフィス

⑨財務管理

・「帳票入・出力」
(飲食/宿泊/卸・小売/運輸/医
療/介護/保育)

様式イメージの入力と罫線付き印
刷による

バックオフィス

⑨財務管理

・「財務会計」
（飲食/宿泊/卸・小売/運輸/医
療/介護/保育）

勘定科目内訳書を管理でき、損
益科目の内訳を確認することがで
きます。

バックオフィス

⑨財務管理

・「損益情報管理」
(飲食/宿泊/卸・小売/運輸/医
療/介護/保育)

事業概況報告書にて、当該年度
の損益情報が確認できます。

Copyright 2017–PCA. All rights reserved.

補足説明等
【電子申請できる様式】
e-Tax
法人税申告書

eLTAX
地方税申告書
（道府県民税・事業税・地方法人特別税）
地方税申告書（市町村民税）

【入力画面イメージ】
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PCA法人税クラウド
業務区分
ミドル

コア機能
⑧業務管理・
原価管理

ソリューション

機能概要

・「電子申請/電子申告」
（飲食/宿泊/卸・小売/運輸/医
療/介護/保育/その他）
・「税・社会保険申請/申告処理」
（飲食/宿泊/卸・小売/運輸/医
療/介護/保育/その他）

会計システムと連携し、法人税申
告書を作成するが可能です。年単
位の様式や税制ロジックを組込み、
お手軽に申告書を作成できます。
作成した申告書をe-Taxにて電子
申告することも可能です。詳細はこ
ちらをご確認ください。
http://pca.jp/etax

バックオフィス

⑨財務管理

・「帳票入・出力」
(飲食/宿泊/卸・小売/運輸/医
療/介護/保育)

様式イメージの入力と罫線付き印
刷による

バックオフィス

⑨財務管理

・「財務会計」
（飲食/宿泊/卸・小売/運輸/医
療/介護/保育）

勘定科目内訳書を管理でき、損
益科目の内訳を確認することがで
きます。

バックオフィス

⑨財務管理

・「損益情報管理」
(飲食/宿泊/卸・小売/運輸/医
療/介護/保育)

事業概況報告書にて、当該年度
の損益情報が確認できます。

Copyright 2017–PCA. All rights reserved.

補足説明等
【電子申請できる様式】
e-Tax
法人税申告書

eLTAX
地方税申告書
（道府県民税・事業税・地方法人特別税）
地方税申告書（市町村民税）

【入力画面イメージ】
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PCA所得税
業務区分
ミドル

コア機能

ソリューション

機能概要

⑧業務管理・原
価管理

・「電子申請/電子申告」
（飲食/宿泊/卸・小売/運
輸/医療/介護/保育/その
他）
・「税・社会保険申請/申告
処理」
（飲食/宿泊/卸・小売/運
輸/医療/介護/保育/その
他）

会計システムと連携し、所得税申告
書を作成するが可能です。年単位の
様式や税制ロジックを組込み、お手軽
に申告書を作成できます。
作成した申告書をe-Taxにて電子申
告することも可能です。詳細はこちらを
ご確認ください。
http://pca.jp/etax

【電子送信票】

どの書類を送信するかチェックボックスで簡単に選
択できます。

バックオフィス

⑨「財務会計」

・「財務会計」
（飲食/宿泊/卸・小売/運
輸/医療/介護/保育）
・「損益情報管理」
(飲食/宿泊/卸・小売/運
輸/医療/介護/保育)

青色申告のための損益計算書・貸借
対照表の作成が可能です。

バックオフィス

⑨「財務会計」

・「帳票入力・出力」
(飲食/宿泊/卸・小売/運
輸/医療/介護/保育)

申告書イメージの入力と年度単位に
対応された様式での印刷が可能です。
出力できる帳票は50種以上です。

Copyright 2017–PCA. All rights reserved.

補足説明等

【損益計算書・貸借対照表入力画面】

【帳票出力設定】
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PCA所得税クラウド
業務区分
ミドル

コア機能

ソリューション

機能概要

⑧業務管理・原
価管理

・「電子申請/電子申告」
（飲食/宿泊/卸・小売/運
輸/医療/介護/保育/その
他）
・「税・社会保険申請/申告
処理」
（飲食/宿泊/卸・小売/運
輸/医療/介護/保育/その
他）

会計システムと連携し、所得税申告
書を作成するが可能です。年単位の
様式や税制ロジックを組込み、お手軽
に申告書を作成できます。
作成した申告書をe-Taxにて電子申
告することも可能です。詳細はこちらを
ご確認ください。
http://pca.jp/etax

【電子送信票】

どの書類を送信するかチェックボックスで簡単に選
択できます。

バックオフィス

⑨「財務会計」

・「財務会計」
（飲食/宿泊/卸・小売/運
輸/医療/介護/保育）
・「損益情報管理」
(飲食/宿泊/卸・小売/運
輸/医療/介護/保育)

青色申告のための損益計算書・貸借
対照表の作成が可能です。

バックオフィス

⑨「財務会計」

・「帳票入力・出力」
(飲食/宿泊/卸・小売/運
輸/医療/介護/保育)

申告書イメージの入力と年度単位に
対応された様式での印刷が可能です。
出力できる帳票は50種以上です。

Copyright 2017–PCA. All rights reserved.

補足説明等

【損益計算書・貸借対照表入力画面】

【帳票出力設定】
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PCA就業管理X
業務区分
ミドル

バックオ
フィス

バックオ
フィス

コア機能
⑥人事シフト

⑧原価管理・
業務管理

⑩給与

ソリューション

機能概要

補足説明等

・「シフト管理」
（飲食/宿泊/卸・小売/運輸/医療/介護/保育）
・「勤怠管理」
（飲食/宿泊/卸・小売/運輸/医療/介護/保育）
・「長時間残業アラート」
（飲食/宿泊/卸・小売/運輸/医療/介護/保育/その他）
・「有休管理」
（飲食/宿泊/卸・小売/運輸/医療/介護/保育/その他）
・「有休残管理」
（飲食/宿泊/卸・小売/運輸/医療/介護/保育/その他）

対象機能の一覧であ
る有休の付与は全社
員一括で付与するか
個々に給付月を指定
するかを選択可能で、
労働基準法の有休
給付日数テーブルを
元に自動給付します。
これにより「有休管
理」が可能となります。

対応機能の一例【有休管理】

・「経営分析」
（飲食/宿泊/卸・小売/運輸/医療/介護/保育/その他）

出力機能である分析
グラフを利用することで
部門別・就業形態別
等の勤怠実績をグラ
フとして表示されること
ができ、労働状況に
おける経営分析が可
能となります。

・「人件費計算」
(飲食/宿泊/卸・小売/運輸/医療/介護/保育/その他)

標準機能のパラメー
ターの設定で「時給
単価」の登録を行うこ
とで指定期間における
人件費の算出が可能
となります。

付与時期や消化月を管理できるため、有休の年齢
管理も可能です。一覧表で出力できるため、
全体の消化度合や「有休残管理」も確認できます。

【出力イメージ】

部署別・年齢別など様々な切り口で集計できるため、
超過勤務や有休消化状況の対応が行いやすい資料と
なります。

【人件費計算画面】

月別で一覧表を出力することで月別人件費の参照が
スムーズに行えます。

Copyright 2017–PCA. All rights reserved.
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PCA就業管理Xクラウド
業務区分
ミドル

バックオ
フィス

バックオ
フィス

コア機能
⑥人事シフト

⑧原価管理・
業務管理

⑩給与

ソリューション

機能概要

補足説明等

・「シフト管理」
（飲食/宿泊/卸・小売/運輸/医療/介護/保育）
・「勤怠管理」
（飲食/宿泊/卸・小売/運輸/医療/介護/保育）
・「長時間残業アラート」
（飲食/宿泊/卸・小売/運輸/医療/介護/保育/その他）
・「有休管理」
（飲食/宿泊/卸・小売/運輸/医療/介護/保育/その他）
・「有休残管理」
（飲食/宿泊/卸・小売/運輸/医療/介護/保育/その他）

対象機能の一覧であ
る有休の付与は全社
員一括で付与するか
個々に給付月を指定
するかを選択可能で、
労働基準法の有休
給付日数テーブルを
元に自動給付します。
これにより「有休管
理」が可能となります。

対応機能の一例【有休管理】

・「経営分析」
（飲食/宿泊/卸・小売/運輸/医療/介護/保育/その他）

出力機能である分析
グラフを利用することで
部門別・就業形態別
等の勤怠実績をグラ
フとして表示されること
ができ、労働状況に
おける経営分析が可
能となります。

・「人件費計算」
(飲食/宿泊/卸・小売/運輸/医療/介護/保育/その他)

標準機能のパラメー
ターの設定で「時給
単価」の登録を行うこ
とで指定期間における
人件費の算出が可能
となります。

付与時期や消化月を管理できるため、有休の年齢
管理も可能です。一覧表で出力できるため、
全体の消化度合や「有休残管理」も確認できます。

【出力イメージ】

部署別・年齢別など様々な切り口で集計できるため、
超過勤務や有休消化状況の対応が行いやすい資料と
なります。

【人件費計算画面】

月別で一覧表を出力することで月別人件費の参照が
スムーズに行えます。
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