
『PCA給与X クラウド』と
『PCAストレスチェックALART』を連携。
社員の個人情報を守りつつ、
様々な集団分析を容易に実行できることで、
働く環境・メンタルヘルスの改善に役立てる。

プロファイル

・拡大する業務にスムーズに対応できるソフト・システムを導入したい。その
ためにはサポート体制にもこだわりたい。

・社員情報をしっかりと保護しつつ、かつ重要なデータをセキュアに共有で
きる環境にしたい。

・ストレスチェック制度など新しい制度に対応するだけでなく、得られた結
果を無駄にせず職場環境の改善に役立てたい。

・PCA製品で販売管理・会計・給与を統一。サポートセンターやAI『一富士あやめ』
など、充実したサポート窓口によって、日々の担当者の業務をスムーズに。

・『PCAクラウド』の強固なセキュリティによって情報をしっかりと保護。かつ、セ
キュアなデータ共有を実現。

・『PCAストレスチェックALART』と『PCA給与X クラウド』を連携。個人情報を確
実に守りながら、様々な集団分析に利用でき、働き方の改善に役立てやすい。

導入効果

導入システム

導入の狙い

給与明細の電子化ソフト『Web給金帳シリーズ』などの働き方改革関連ソフトや資産管理ソフト、リモー

トソリューションなどの企画・開発・販売を行っている株式会社インターコム。“働き方改革に目を向けた

製品を生み出す企業だからこそ、自社の働き方改革、メンタルヘルス管理にも日々取り組んでいきたい。”

同社では『PCAストレスチェックALART』を導入し、『PCA給与X クラウド』との連携によって、確実でモ

レのない従業員のメンタルヘルス管理、そして担当者自身の働き方改革も実現しようとしている。

株式会社 インターコム
□所在地︓〒110-8654 東京都台東区台東1-3-5 反町ビル
□設立︓1982年(昭和57年) 6月8日
□資本金︓8,400万円
□従業員数︓139名
□主業種︓ソフトウェア開発・販売
□主要製品︓通信、運用管理、リモートソリューション、働き方改革関連ソフトウ

ェアの企画・開発・販売。クラウドやモバイルを活用した企業向けサ
ービスの提供。

□URL︓https://www.intercom.co.jp

□経営方針︓
当社は、「ソフトウェア製品とサービスを通して、お客さまに夢と感動を提供
し続けていく」ことを企業理念とし、「通信」と「セキュリティ」の２つの最新
技術を融合させ、新しいソリューションの需要創出および顧客満足の向上を
図り、長期的な経営基盤を確保していくことを経営方針とします。 

株式会社 インターコム

○PCA会計 with SQL （5CAL）
○PCA商魂 with SQL （10CAL）
○PCA商管 with SQL （5CAL）

○PCAクラウド プリペイドプラン （Type6 3CAL）
   ・PCA給与 クラウド
   ・PCA人事管理 クラウド

○PCAマイナンバー 収集サービス
○PCAマイナンバー 電子割符オプション

○PCAストレスチェックALART※1

○就業管理クロノス※2     ○Zaionʼnex※3

PCAクラウド 導入事例

【企業理念】
商品とサービスを通して、お客様に"夢と感動"を提供したい



1982年に創業された株式会社インターコム
は、1986年に販売したパソコン通信ソフト『ま
いと～くシリーズ』を始め、IT資産管理のため
の『MaLionCloud』や働き方改革の一助となる

『Web給金帳Cloud』など、数々のヒット商品を
生み出している。なかでも給与明細をペーパー
レスで配信できる『Web給金帳』は『PCA給与』
との連携によって、多くの導入企業で給与処理
にかける時間と工程を大きく短縮化させる効
果をもたらしている。

同社では給与・人事・会計・販売管理などの
重要な基幹データをほぼPCAソフトで管理し
ている。20年以上前は手入力やExcel®でこれ
らの処理や管理を行っていたが、社員数の増
加や業務拡大に対応するためにPCA製品を導
入した。
「当時のソフト選定などを詳しく知る者は今

は在籍しておりませんが、聞いた話では各種ソ
フトウェアメーカーのサポート体制なども比
較検討されたようです。その中で最もサポート
体制が充実していたのがPCAでした。現在も
PCAのサポートセンターをよく利用していま
す。不明点があればまずAIの『一富士あやめ※
4』に聞いて、それでも解決しない場合はサポー
トセンターに問い合わせるようにしています。
パソコン操作があまり得意ではない私にも大
変わかりやすいアドバイスをしてもらって助
かっています」（総務人事本部 菅沼愛氏）
「以前の給与処理については、フレックス制

度を導入していた背景もあり、勤怠管理は各従
業員からの自己申告時間をExcel®で入力処
理していたようです。そこで約10年前に『就業
管理クロノス』と『Zaion』を導入し、『PCA給
与』と連携させて確実な勤怠管理・給与処理を
行うようになりました。導入から10年経ちます
が、エラーや不具合などはまったくなくスムー
ズに運用できています」（総務人事本部 部長 
中村直樹氏）

PCAソフトによって毎日の「販・財・給」の業
務をスムーズに処理していた同社だが、新たに
ソフトの選定を行う必要に迫られた。それは
　

2015年12月から施行された「ストレスチェッ
ク制度」と、2016年1月から本格運用が始まっ
た「マイナンバー制度」だ。

新たな制度に対応できるソフトやシステム
の選定を行ううえで、やはり注目したのが

『PCAクラウド』だった。中村氏はクラウドサー
ビスの選定時に、大きく2つのメリットと可能
性が『PCAクラウド』にはあると感じた。
「まず1つは重要なデータがデータセンター

にて保管されているという安心感です。もちろ
んオンプレの頃から万が一に備えて、社内での
バックアップ体制は整えていました。しかし、ラ
イセンスの関係上、ソフトが入っているPCでし
か処理ができないため、おのずと処理可能な
社員が限定されてしまう、その担当社員が会
社を辞めたなどの際の業務の引継ぎ、データ
管理も大きな課題でした。『PCAクラウド』なら
データ保管における安心感はもちろん、データ
共有によってこの課題を解決できると思いま
した。担当者のPCにデータがあるのではなく、
クラウド上にデータがあるので、新しい担当者
が業務を引き継ぐ際もスムーズにデータにア
クセスしにいく、といった運用が可能になりま
す」（中村氏）

そして2つめのメリット・選定理由として挙
げられたのが、『PCAクラウド』の堅牢なセキュ
リティだ。
「マイナンバー制度がスタートし、我々も初め

て扱うものであることから、万が一データが漏
れるといったケースが発生しないようなデー
タセンターのセキュリティ対策、万が一が起き
た時の対策が必要だと考えました。PCA以外
にもクラウド対応のメーカーは複数あったの
ですが、その運用方法とセキュリティ体制につ
いては不透明さを感じていました。そこで当社
の開発担当者にも参加してもらい、クラウドそ
してマイナンバー制度対応システムの検討会
議を開催し、じっくりと各社のサービスを比較
検討しました。その中で『PCAクラウド』には、

『SOC2®（ソックツー）報告書』※5）を取得し
　　

○拡大する業務に対応するた
   め「販・財・給」をPCAで統一

導入前の運用と課題

○『PCAクラウド』の堅牢なセ
   キュリティが決め手に

選定のポイント

※5）︓『SOC2®報告書』
PCAは、『PCAクラウド』において、受
託業務の内部統制のうち、情報システ
ムのセキュリティ、可用性、処理のイン
テグリティ（完全性）、機密保持および
プライバシーを対象とした合理的な
保証を提供するための規準である

「SOC2®ガイド」「Trustサービスの原
則および規準」（米国公認会計士協会︓
A IC PA）及び「国 際 保 証 業 務 基 準

（ISAE）3000」に基づき評価された
『SOC2®（ソックツー） Type2報告
書』を、毎年11月中旬に独立監査人よ
り取得しております。

※2）︓『就業管理クロノス』、※3）︓
『Zaion'nex』は、クロノス株式会
社の製品です。

※1 ）︓『 P C A スト レス チ ェック
ALART』は、株式会社ドリームホッ
プの提供するサービスです。

※4）︓『一富士あやめ』は現在サービ
ス提供を終了しておりますので、

「PCAFAQサイト」をご利用くださ
い。 https://faq.pca.jp/

株式会社 インターコム
総務人事本部
菅沼 愛 氏

株式会社 インターコム
総務人事本部 部長
中村 直樹 氏



株式会社 インターコム

に導入できるストレスチェック制度対応システ
ムだ。実施者代行や産業医との面談、メンタル
ヘルス研修などにも対応している（一部オプ
ション）。

同社が『PCAストレスチェックALART』を選
んだ理由の一つには、制度が始まったばかりで
の対応なのであまり費用や手間をかけずに運
用したいという反面、せっかく実施するなら、
得られた情報を元に、従業員のメンタルヘル
スケアに最大限に役立てていきたいという思
いがあったからだ。同社では『PCAストレス
チェックALART』と『PCA給与X クラウド』と
をマスター連携し運用している。
「費用をかけない、という点から、紙での受

検も検討はいたしましたが、やはり、『PCA給与 
クラウド』とマスター連携ができるメリットに
は勝てませんでしたね。マスターを連携する
と、『PCA給与X クラウド』の各従業員データ
を、ミスなく安全に『PCAストレスチェック
ALART』へ取り込めます。そのため『PCAスト
レスチェックALART』にて部署情報や社員情
　

マイナンバー制度をきっかけに、『PCA給与X 
クラウド』を導入した同社では、さらに『PCAス
トレスチェックALART』を導入した。スマート
フォンに対応したクラウド型システム、あるい
は紙での実施も可能で、社内の環境を問わず
　

本社外観

ていることに裏打ちされた堅牢なセキュリ
ティ対策と、『PCAクラウド』に『PCAマイナン
バー電子割符オプション』を組み合わせた運用
をすることで、万が一データが流出してしまっ
た際も、個人番号が電子割符化されているこ
とから個人番号の復元を不可にできる、といっ
た万が一に備えた運用方法についての明確な
説明があり、導入を決めました」（中村氏）

○『PCAストレスチェックALA
   RT』と『PCA給与X クラウド』
   との連携

導入後の効果

システム概況図

・打刻データ
・認証データ

PCA給与

Zaionʼnex

就業管理クロノス
・集計データ

・より堅牢なセキュリティ
・万が一情報流出しても、個人番号

が電子割符され復元できない
暗号化

もし片方
が流出
しても
復元不可

『PCAマイナンバー電子割符オプション』の運用

・国内大手
   データセンター
・高性能サーバー

・重要データをデータセンターで保管
・万が一のBCP対策
・担当者の引き継ぎ時のデータ共有
・『SOC2®報告書』取得

『PCAクラウド』 の安心感

『PCAストレスチェックALART』の選定
・費用や手間をかけずに運用したい
・スマホ対応、クラウド型システム
・紙での実施も可能
・実施者代行、産業医との面談
・メンタルヘルス研修対応

今後は・・・
『PCA人事管理 クラウド』や他システムとも
『Web-API』の仕組みを導入しながら、更にスムー
ズな運用を目指したい。

PCA給与 クラウド PCAストレスチェックALART×

連携に
よって

ＣＳＶ出力 変換ツール ALARTへ取り込み➡ ➡
・『PCA給与』の社員データを、『PCAストレスチェックALART』へ取込み可能。
・集団分析において、社員情報の登録が不要。
・個人情報を守りながらの集団分析が可能。
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株式会社 インターコム

※会社名と製品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。
※記載内容は取材当時の情報を元に作成しております。現在とは内容が異なる場合がございますのでご了承ください。 2022.06.01

TEL.03(5211)2700 FAX.03(5211)2740本社 〒102-8171 東京都千代田区富士見1-2-21 PCAビル

ピー・シー・エー株式会社 Since 1980.8.1

今後の課題と展望

「紙として頻繁に出力しているものは累計支
給控除一覧表や合算支給控除一覧表など支給
控除に関する帳票です。給与額のチェックに利
用しているのですが、給与処理の始まりや終わ
りなど様々なタイミングで、様々な集計区分で
出力することで、支給額のミスがないようにし
たり、経理部の経費把握に役立ててもらったり
しています。」（菅沼氏）

また同社では『PCA人事管理X クラウド』も
導入している。給与・人事をPCAかつクラウド
にしたことで、将来的にもさらに発展した運用
を期待している。
「自社の管理帳票や独自集計資料、手集計な

どの業務を洗い出し、『PCA人事管理X クラウ
ド』や『PCA給与X クラウド』の機能での運用
に移行できないか、毎年部署内で業務の見直
しを図っています。

あくまで今後の話になりますが、将来的には
『PCAクラウド Web-API』などを利用すること
で、連携の幅を広げていけるのではないかと
期待しています。現在は、『PCA人事管理X ク
ラウド』は今までExcel®で管理していたデー
タを移行している段階ですが、今後これらのソ
フトを業務にフルに使用していく中で、これら
のソフト同士の連携のポイントを見出したり、
社内業務の改善の打診に活用したりといった
展開に繋げていきたいです。

働き方改革は社会の大きな関心事にもなっ
ており、当社は各企業の働き方改革に貢献で
きるソフトやシステムを開発・販売しています。
自分たちが行っている業務改善やPCAクラウ
ドの活用などを踏まえて、自社開発システムと
の連携にWeb-APIの仕組みを進言したり、今
後もPCAなど他社製品とのコラボレーション
をはかりながら、さらによいソフトやシステム
を提供していくことで、社会貢献ができること
を期待しています」（中村氏）『PCA給与 クラウド』では保存されている給

与データや賞与データをExcel®で出力し、そ
れを自社の用途に応じた様々な分析資料など
へ加工・再利用できる。また各種管理帳票も充
実しており、同社でもこれらの帳票類を業務に
活用している。

○豊富な管理帳票によってソ
   フトの機能をフル活用

報を一から設定する必要ももちろんありませ
んから、スムーズに従業員のストレスチェック
に進めることができます。時間的な効率化に、
大幅な成果が出ています」（菅沼氏）

また、ストレスチェックの結果を集団分析す
る際にも、マスター連携することでの効果が得
られた。
「ストレスチェックの実施者は、ストレス

チェックの結果を集団ごとに集計・分析し、職
場ごとのストレスの状況を把握し、職場改善に
役立てることができますが、ストレスチェック
の受検者が10名未満の場合は、条件を満たさ
ない限り、集計結果を事業者に提供してはなら
ないという原則があります。『PCA給与X クラ
ウド』と『PCAストレスチェックALART』をマス
ター連携することで、部署設定を改めて行うこ
となく、そのような原則に従って、診断結果の
閲覧制限もかかることから、安心して組織診
断の結果を閲覧・比較することができます」

（菅沼氏）
同社に限った話ではなく、限られたリソース

の中で次々に新たな制度への対応が望まれる
昨今、企業は、社内を様々な角度から分析し、
メンタルヘルス不調の未然防止に努める必要
がある。株式会社インターコムが行っている

『PCA給与X クラウド』と『PCAストレスチェッ
クALART』との連携は、同様に限られたリソー
スの中でスムーズな運営を目指す企業にとっ
て、運用の一つのヒントになるだろう。

株式会社 インターコム HP
https://www.intercom.co.jp

給与明細電子化クラウドサービス

情報漏洩対策＋
IT資産管理クラウドサービス

インターコムのヒット商品
企業の働き方改革を支援




