
『PCA社会福祉法人会計DX クラウド』の
権限設定とサービス区分登録によって、
適切な情報共有と事業サービスごとの
スピーディーな収益の把握に成功。

導入システム

・拡大する法人の規模に適した社会福祉法人会計ソフトを導入したい。

・全国に広がる70カ所以上の施設からの小口現金処理を取りまとめたい。

・各施設の数字を、本部と各施設の一部の職員たちと共有したい。

・様々な保育事業を展開しているため、その事業ごとの収益を簡単に出せるよう
にしたい。

・ 1０年以上のクラウド安定運用の品質と実績があり、最大72クライアントで同時利用
できる『PCA社会福祉法人会計DX クラウド』で大規模かつ成長中の法人にも対応。

・『PCA社会福祉法人会計DX クラウド』なら、各施設からの小口現金処理の情報を共
有し、不明箇所については同じ画面を見ながら入力・指導できる。

・『PCA社会福祉法人会計DX クラウド』の権限設定機能を活用し、ユーザーごとに使
用できるメニューを制限したり、数字を閲覧できる施設の範囲を限定したりするな
ど、自由な設定ができる。

・『PCA社会福祉法人会計DX クラウド』の拠点・サービス区分登録によって、事業形態
や県や自治体ごとなど、随時見たい単位で集計を出すことができる。

○PCA クラウド プリペイドプラン （Type48 30CAL）
   ・PCA 社会福祉法人会計 クラウド
   ・PCA 固定資産 クラウド             ・PCA 法定調書 クラウド

近畿圏・首都圏を中心に愛知県や沖縄県など、全国規模で保育園・こども園等を運営する社会

福祉法人 檸檬会。保育事業だけでなく就労移行支援事業や児童発達支援事業も展開し、職員数

は約1200名を超える。このスケールに対応できる会計システムとして選ばれたのが『PCA社

会福祉法人会計DX クラウド』だ。権限設定を巧みに活用し、70カ所を超える施設、80種を超

えるサービス区分を管理し、全国からの数字をスピーディーに集約・活用している。

PCAクラウド 導入事例

社会福祉法人 檸檬会

導入効果導入の狙い

プロファイル
社会福祉法人 檸檬会
□所在地︓(法人本部) 〒649-6432 和歌山県紀の川市古和田240
             (東京本部) 〒105-0014 東京都港区芝2-2-15 芝ヒロセビル6F
             (大阪本部) 〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋2-5-26 星合ビル5F
□設立︓平成19年2月14日
□従業員数︓1200名
□主業種︓第二種社会福祉事業
□事業内容︓保育所の経営（認可保育園、公立保育園の移管）／地域子育て支援拠点事業の経営（子育て支援

センター）／放課後児童健全育成事業の経営（放課後等デイサービス）／児童厚生施設の経営
（総合福祉センター）／障害福祉サービス事業の経営（就労移行支援）／幼保連携型認定こども
園の経営（認定こども園、公立保育園の移管）／小規模保育事業の経営（小規模保育園）／障害
児事業の経営（児童発達支援）／病児保育事業の経営（認可保育園）

□URL︓https://www.lemonkai.or.jp

【法人理念】
子育てによろこびを 社会に新しい風を
笑顔あふれる子どもが住む 未来の地球のために

私たちは、親や家族だけでなく子どもに関わる全ての人が、子育
てに喜びを持てる社会の実現を目指し、前例に捉われることな
く、将来を見つめながら、事業を通して社会に新しい価値を生み
出す法人でありたいと考えています。それは、私たちの目の前に
居る子どもはもちろん、今ここに居ない子や未来の子どもたち、
そして彼らの住む未来の地球全体のことも視野に入れた事業
でなければならないと考えます。子どもたちの笑顔があふれる
地球のために・・・



「つまり安定したクラウド環境に実績と定
評を持つ会計ソフトが適していると考えまし
た」（井谷氏）

そして②多種多様で複雑な保育事業の
サービスに細かく対応できることも選定基準
になった。
「小口現金処理も複雑なサービス区分も、

スムーズに運用するための鍵となるのが権
限設定です。基本的には入力できるのは自分
たちの園のみに設定できること。加えて80区
分にもおよぶサービス区分の登録を間違う
ことなく処理できること。そしてこれらの操
作を本部と70カ所以上の園でそれぞれの権
限に応じて実行できること。このような条件
で3社を比較した場合、A社はクラウドがあま
り得意ではなく、細かくて件数の多い権限設
定については高額な費用が必要でした。B社
は操作性で使い難さを感じる部分があり、結
果、①クラウドの品質と実績。②複雑で膨大
なサービス区分への柔軟な登録。③多くの施
設や入力者にも柔軟に対応できる権限設定。
これらが決め手となり『PCA社会福祉法人会
計DXクラウド』を導入しました」（井谷氏）

「福祉に強いソフト」としてPCAを含めた3社
の会計システムが比較検討された。その選定
ポイントの一つが、①70カ所を超える各施設か
らの小口現金処理に対応できることだった。

導入前の運用と課題

選定のポイント

○大規模な社会福祉法人に対
   応できる「福祉に強いソフト」
   を導入したい

○クラウドの品質・複雑なサービス
   区分の登録・細かな権限設定が
   可能な『PCA社会福祉法人会計DX』

和歌山県紀の川市に本部を置く社会福祉
法人 檸檬会。保育園やこども園、小規模保育
園などの保育事業や障害者通所支援事業・
就労移行支援事業など、実に幅広い福祉事業
を展開している。運営する園は70カ所以上に
および、近畿圏・首都圏さらに愛知県や沖縄
県など全国に広がっている。各自治体や企業
からの「この場所に、ぜひこの施設を」という
要請になるべく努力して応えてきた結果、こ
のスケールへと拡大してきた。
「当初は私たちもここまでの規模を想定し

ていませんでした。必要とされている場所で
お手伝いをさせていただくという方針に沿っ
て園を開設してきた結果、ここまで成長した
のですが、これを予期していなかったのは会
計システムについても言えることで、以前の
システムのままでは当法人の規模に対応す
るのが難しくなっていました」（総務部 部長 
井谷将之氏）

以前の会計システムでは事業拡大につれ不
具合が発生するようになった。その度に修正
し継続して使用していたものの、内部取引消
去の処理で決算時にしか入力・登録できない
部分があり、これでは法人の成長に付いてこ
られないと判断。「福祉に強いソフト」への入
れ替えを検討した。

導入後の効果

○入力者に合わせた権限設定
   とわかりやすい伝票形式で、
   現場も本部もスムーズに運用

同法人が細かな権限設定にこだわった背
景には、予算や実績などの数字を、園長など
特定の立場の職員と共有したい意図があっ
たからだ。そこで『PCA社会福祉法人会計
DX』の権限設定を活用することで、小口現金
処理から閲覧まで必要な処理をすべて網羅
した権限設定の運用に成功している。
「当法人の権限設定を説明すると、①どの

操作も制限なく実行できる管理者権限。②マ
スターを触ることはできないが全ての施設の
数字を閲覧できる権限。③自分たちの施設の
数字の閲覧だけができる権限。④施設ごとの
入力を確認・修正できる権限。この4パターン
ぐらいです。施設数と職員数が多いので一見
　

社会福祉法人 檸檬会
総務企画部 主任
阪上 大地 氏

社会福祉法人 檸檬会
総務部 部長
井谷 将之 氏

社会福祉法人 檸檬会
総務企画部
栗林 紀子 氏



社会福祉法人 檸檬会

○拡大する現場からの情報を
   どう吸い上げるか。その答え
   が『PCAクラウド』

大変そうに見えますが、権限設定そのものは
決して複雑ではありません」（総務企画部 主
任 阪上大地氏）

実際の保育園など各施設では、すべての職
員ではなく園長クラスの職員または事務員の
みが、自分たちの施設の小口現金入力と予算・
実績の閲覧を行える設定にしている。
「経理の経験がない先生方でも簡単に入力

操作できる方法があります。『PCA社会福祉法
人会計DX』は数種類の伝票形式を選べます。
振替伝票入力は確かに経理知識が必要です
が、当法人では現金出納帳入力を選んでいま
す。出納帳形式なら入力内容は出金または入
金、金額、摘要ぐらいで仕訳に悩まなくてもよ
い入力形式です」（総務企画部 栗林紀子氏）
「各施設のパソコン画面に出る『PCA社会福

祉法人会計DX』の画面メニューを一つひとつ
選ぶことも可能です。各施設では必要な処理
のメニューボタンだけを画面に出しておけば
安心です。本部も現場もわかりやすく使える
のがPCAソフトだと思います」（井谷氏）

画面メニューや操作の範囲を絞り、わかり
やすい出納帳形式を選んで運用しているも
のの、それでも各施設からの問い合わせはあ
る。その場合に『PCAクラウド』だから可能な
対応の仕方があるという。
「操作に不慣れな園長先生から問い合わせ

が来ると、同時に同じ画面を見ながら確認で
きます。ここが間違っているのでこう修正して
くださいと的確な指示が出せます。各施設に
は私どもが作成したマニュアルも配布してお
り、それを見ながら電話と入力画面を見つ
つ、やり取りすることも可能です」（阪上氏）

同法人では公認会計士にもIDとパスワー
ドを渡し、『PCA社会福祉法人会計DX』を随
時確認してもらえるよう設定しており、気に
なる箇所が見つかった場合は早急に本部へ
連絡してもらうように依頼している。

システム概況図

施 設 (全国70ヶ所以上)

保育園こども園 小規模保育園

本 部 (和歌山県)

PCA
社会福祉法人会計

小口現金入力小口現金入力
入力の不明点は同じ画面
を見ながら確認でき、
入力・修正ができる。

入力の不明点は同じ画面
を見ながら確認でき、
入力・修正ができる。

施設での小口現金入力は、
簡単な「現金出納帳」形式。

サービス区分登録により、
事業サービス別の収益を
簡単に出せる。

予算と実績の
数字の共有
予算と実績の
数字の共有

レイモンドこども園
(和歌山県紀の川市)

和歌山県紀の川市に「れもん保育園」として
開園し、平成29年4月に幼保連携型認定こど
も園として新たにスタートした「レイモンドこ
ども園」は、社会福祉法人檸檬会の中では一
番歴史ある園です。

「こども園」は、幼稚園と保育園の両方の良さ
を併せ持っている、教育と保育を一体的に行
う施設です。また地域の子育て家庭に、子育
ての不安に対するサポートや、親子の集いの
場の提供などを行います。



社会福祉法人 檸檬会
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『PCA社会福祉法人会計DXクラウド』とそ
の権限設定によって、数字の共有・確実な小
口現金処理・迅速で間違いのない集計と管理
に成功した同法人だが、今後は各施設での入
力処理等をより効率的に実行できる環境を
整え、月次決算の早期化や会議での有効活
用に役立てたいと語る。
「これは当法人での運用の話になるのです

が、施設数が多いため月次決算の期限に間に
合わない園も出てきます。今後は足並みを整
えられるようさらに工夫を施していきたいで
すね」（井谷氏）

社会福祉法人 檸檬会では2019年も新し
く5施設の開園を予定している。待機児童問
題などで同法人に助けを求める自治体は多
く控えている。お手伝いできるところはお手
伝いさせていただく。その方針で今後も、子
ども一人ひとりの育ちに寄り添った、生きる力
を育む保育を提供していく。

今後の課題と展望

○サービス区分ごとの収益を
   簡単に出力。見たい単位で
   数字を見ることができる

同法人が『PCA社会福祉法人会計DX』を選
んだ理由の一つである「拠点・サービス区分
登録」だが、サービス別の集計が簡単に出せ
ることで、認可保育園・こども園・小規模保育
園など複数の事業形態を持つ同法人の場合
にはとても便利だ。サービス区分を拠点とし
てグループ登録することも可能で、例えば県
や自治体ごとの集計を出すこともできる。

『PCA社会福祉法人会計DX』の出力帳票につ
いても、そのレイアウトをわかりやすいと評
価している。
「一言で評価すれば、見たい単位で見ること

ができるのが『PCA社会福祉法人会計DX』で
す。例えば自治体などをグループ登録し、かつ
その中の保育園だけなどサービス区分を指定
して出力すると、その結果が横並びで出力さ
れ、収益などを一目瞭然でつかむことができ
ます。他にも拠点管理として、ある科目を1つ
指定し、その科目についての拠点別の残高を
出力することもできます。出力した試算表に
入力ミスがあった場合は以前なら一枚一枚伝
票をめくっていくしかなかったのが、『PCA社
会福祉法人会計DX』ではクリックするだけで
合計残高試算表→元帳→仕訳検索・修正と、
次々に画面を切り替えて数字を参照できる
ズームイン機能も付いています」（井谷氏）

○蓄積されたデータを、より詳
   細な分析データに活用

同法人では『PCA社会福祉法人会計DX』に
蓄積されたデータを、加工して分析にも役立
てている。例えば園児一人当たりの給食費単
価や人件費率などはデータの再加工によって
把握している。
「園の収益比較はなかなか難しく、そのエ

リアの特性や園の規模など様々ですから、園
児一人当たりの詳細を見るにはデータの加工
が必要です。以前は1件1件手入力でこれらの
数字を処理していましたが、『PCA社会福祉
法人会計DX』ではExcel®へ簡単に出力でき
るので、加工もしやすいです」（井谷氏）

社会福祉法人 檸檬会 HP
https://www.lemonkai.or.jp

保育・小規模保育事業
社会福祉法人檸檬会の中核を担う事業として、認可
保育園・認定こども園の運営を行なっています。深刻
化する待機児童問題に対し、その解消を法人の使命
と考え、積極的な施設運営を進めています。また、利
用者の多様なニーズに応えるため、0～２歳児を対象
とした小規模保育施設の運営も行なっています。

学童保育事業
小学生（低学年）の子どもを持つ保護者が、安心して
働ける環境を提供すると同時に、ただ預かるだけで
なく、子どもたちが多様な体験を通して豊かな放課
後を過ごせるようなオリジナルプログラムを用意し
ています。

就労移行支援事業
障がい者雇用に積極的に取り組む企業が増える一
方、就労を希望する方へのサポートが遅れています。
檸檬会では役所や病院、ハローワーク等の関連機関
と連携しながら、お一人おひとりの個性に合った就
職活動をサポートしています。

児童発達支援・放課後等ディサービス事業
＜児童発達支援＞
障がいのある未就学の子どものための通所支援施
設です。専門スタッフが療育や生活の自立のための
支援を行います。

＜放課後等ディサービス＞
障がいのある就学児向けの学童保育のようなサービ
スです。様々な体験を通して、子どもたちの主体性や
自立を促します。

事業概要

「会計士の先生については、本部に来てい
ただくだけの監査ではなく、いつ見ていただ
いてもよい環境にしておくことで、早め早め
の対応が取れます。これだけ施設数が多くな
ると現場からの情報をどう吸い上げるかが
課題になります。この大きな課題を私たちは

『PCAクラウド』で解決できたことになりま
す」（井谷氏）




