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ピー・シー・エー、クロノス、インターコムの 3 社が
労務管理クラウドソリューションで協業し、
働き方改革や労務リスク管理を推進
出退勤の管理から時間外労働の削減、テレワーカーの勤務状況管理まで
組織の労務管理を支援するソリューションを提供開始
ピー・シー・エー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：水谷 学、以下、ピー・シー・エー）、クロノス株
式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：濱田 淨史、以下、クロノス）、株式会社インターコム（本社：東京都台東
区、代表取締役社長：松原 由高、以下、インターコム）の 3 社は、クラウドサービスを中心とした労務管理ソリューショ
ンの分野での協業に合意しました。組織の労務管理を支援するソリューションを 2017 年 12 月より全国のピー・シー・
エー販売店などを通じて提供開始します。
本ソリューションは、ピー・シー・エーが提供する就業管理システム「PCA 就業管理 X シリーズ （ピーシーエー シュ
ウギョウカンリ エックスシリーズ」、あるいはクロノスが提供する就業管理システム「クロノス Performance （クロノス
パフォーマンス）」を、インターコムが提供する情報漏洩対策＋IT 資産管理システム「MaLionCloud for PCA （マリオン
クラウド フォー ピーシーエー）」と連携させることで実現します。

労務管理支援 - 連携ソリューション概念図

日本政府も推進している「働き方改革」は、人々のワーク・ライフ・バランスの実現に欠かせない大きな社会的課題
と言えます。少子高齢化に伴って労働力人口の減少が進む中、長時間労働の是正、子育てや介護と仕事の両立な
ど、多様で柔軟な働き方を選択できる社会の実現が求められています。
組織の「働き方改革」を進める上で、就業管理システムなどの IT 活用も有効な手段の一つとなります。今回の連携
ソリューションでは、「PCA 就業管理 X シリーズ」や「クロノス Performance」が管理する勤怠情報と「MaLionCloud for
PCA」が管理する PC 稼動情報を融合させ、時間外労働の管理や労働生産性の改善を支援する様々な機能を提供し
ます。
本連携ソリューションの主な特長は次の通りです。
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（1） 勤務時間中の従業者の PC 作業状況を把握したり、退勤処理後にサービス残業している従業者を把握したりと
従業者の PC 稼動状況を可視化して、労働生産性の改善やサービス残業の是正に役立てることのできるレポー
ト機能を搭載している点。
（2） 法定労働時間を踏まえ、従業者の合計残業時間が組織内の所定残業時間を超過しそうな場合に管理者（総務
人事部門）へ警告を表示する機能、あるいは終業時刻を経過して働いている従業者に対して警告を表示したり、
強制的に PC をシャットダウンしたりする機能など、徹底した残業管理に役立つ機能を搭載している点。

■労務管理支援 - 連携ソリューションの主な特長
□ポイント 1： 労働生産性の改善やサービス残業の是正を支援する端末稼働状況レポート
「PCA 就業管理 X シリーズ」や「クロノス Performance」が管理する勤怠情報（打刻データ）を「MaLionCloud for
PCA」に集約し、「MaLionCloud for PCA」が管理する PC 稼動情報と併せて従業者 PC 別に稼働状況をグラフ表示し
ます。これにより、例えば退勤処理後にサービス残業を行っている従業者や PC の電源が入ったまま退社している従
業者などを確認できます。さらに単に PC の電源が入っているかどうかだけでなく、具体的な PC 操作の状況について
も本グラフレポートや収集した従業者の操作ログから確認することができます。従業者の勤務状況を把握して労働生
産性の改善点を探ったり、テレワーカーの勤務状況管理に活用したりできます。

端末稼働状況レポート

□ポイント 2： 徹底した残業管理を支援する残業警告表示と強制 PC シャットダウン
残業管理を支援する機能として、総務人事部門などの管理者と各従業者のそれぞれに対し、残業に関連した警告
を表示する機能があります。管理者に対しては、例えば残業時間が法定基準の週 40 時間を超過しそうな従業者が
いる場合に警告を表示するなど、組織内で設定した所定の残業時間を基準に警告を表示します。また実際の残業時
間と予測される 1 か月の残業時間を従業者別に一覧でグラフ表示する機能も搭載しています。
従業者に対する警告表示については、例えば業務終了時刻が迫ったタイミングで各従業者に表示して残業の抑制
につなげることができます。さらに終業時刻を経過して稼動している PC に対し、強制シャットダウンを実行することも
できます。組織への事前申請なしに勝手に残業することのないよう徹底できます。

警告表示（従業者向け）

アラート一覧（従業者別の月次残業時間一覧）
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■労務管理支援 - 連携ソリューションについて
□連携ソリューションの構成および最低利用価格（税別）
労務管理支援ソリューションは、「MaLionCloud for PCA」と以下の①～④の製品・サービスのいずれかを組み合わ
せてご利用いただきます。
＜必須＞
●MaLionCloud for PCA※1： 年額 312,000 円（20CL）～
＜いずれか選択＞
①PCA 就業管理 X： 250,000 円（50 人制限・スタンドアロン）～
②PCA 就業管理 X クラウド： 月額 16,000 円（1CL）～
③クロノス Performance： 280,000 円（50 人制限・スタンドアロン）～
④クロノス Performance クラウド： 年額 88,000 円（50 人制限 1CL）～
※1 「MaLionCloud for PCA」は、Ver.5.3 以降が本連携ソリューションに対応しています。なお、インターコムの「MaLionCloud （Ver.5.3
以降）」および「MaLion 5 （Ver.5.3 以降）」についても、同様に連携ソリューションとしてご活用いただけます。

□販売開始予定
2017 年 12 月

□ニュースリリース掲載サイト
●ピー・シー・エー
http://pca.jp/area_topics/pdf/release/news_17101801.pdf
●クロノス
http://xronos-inc.jp/
●インターコム
http://www.intercom.co.jp/press/news/2017/1018_malioncloud.html

■「PCA 就業管理 X シリーズ」 について
「PCA 就業管理 X」は、勤務環境での時間にまつわる情報を完全に掌握し活用する、最新の就業管理システムで
す。
勤務時間等の自動集計、「PCA 給与」に連動するデータの作成はもちろん、変形労働時間制への対応をはじめ、
あらゆるニーズにきめ細かくこたえる先進機能を搭載。コンプライアンスのもと、業務の効率化、高速化、さらには人
件費の適正化等をサポートします。
スタンドアロン版からネットワーク版・クラウド版と多彩なラインナップで、中堅・中小企業はもとより、グループ企業
や複数の支店・拠点の管理が必要な大規模の企業でもご利用可能なサービスとなっております。

■「クロノス Performance」 について
時間の神様「クロノス（Xpôvos/Chronos）」に由来する本製品は、その名にふさわしく、勤務環境での時間に関する
あらゆる情報を完全に掌握・活用するための、最新の就業管理システムです。勤務時間等の自動集計や給与ソフト
に連動するデータの作成はもちろん、変形労働時間制への対応をはじめ、あらゆるニーズにきめ細かくこたえる先進
機能を満載。また、過重労働、ストレス等を未然に防ぐストレスアラート機能も充実し、貴社のコンプライアンスのもと、
業務の効率化・高速化・人件費の適正化をバックアップします。

■「MaLion シリーズ」 について
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組織の情報漏洩対策や IT 資産管理を総合的に支援するソフトウェアとしてインターコムが開発。Web アクセス監
視、送受信メール監視、外部デバイス接続監視、印刷監視、アプリケーション起動監視、ファイルアクセス監視など、
様々な PC 操作監視機能を標準搭載しています。お客様の利用環境に応じてお選びいただけるよう、オンプレミス型
の「MaLion 5」とクラウド（SaaS）型の「MaLionCloud」をラインアップしています。
最新版（Ver.5）の特長としては、Windows と Mac の両端末の一元管理に対応し、特に Mac PC の操作制御機能に
ついて高いアドバンテージを誇っています。さらに、旧バージョンでも好評であった直感的に利用できる優れた操作性
については、その長所をそのまま継承しています。また「MaLion 5」については、データベースなどのサーバー環境は
Linux（CentOS）や PostgreSQL といったオープンソースソフトウェアにも対応しています。サーバーライセンス費用を
大幅に抑えたシステム構築が可能であり、コストパフォーマンスの面でもアドバンテージを誇ります。
※MaLion Web サイト http://www.intercom.co.jp/malion/
※MaLionCloud Web サイト http://www.intercom.co.jp/malioncloud/

■ピー・シー・エー株式会社の会社概要
□会社名： ピー・シー・エー株式会社 （東証第一部 証券コード：9629）
□所在地： 東京都千代田区富士見 1-2-21 PCA ビル
□代表者： 代表取締役社長 水谷 学
□事業内容： コンピューターソフトの開発および販売
□資本金： 8 億 9,040 万円
ピー・シー・エーは中小企業にも導入可能なパソコン用パッケージソフトウェアの開発を目指して、数名の公認会
計士が集まり 1980 年に誕生しました。2014 年 12 月 5 日には、東京証券取引所市場第一部に上場し、良好な経
営基盤、財務基盤を軸に着実に前進しています。
2008 年に業界の先駆けとしてサービス提供を開始した基幹業務クラウドサービス「PCA クラウド」は、計 16 タイト
ルをそろえ、導入実績 9,500 法人以上を誇ります。2016 年より提供を開始した「PCA クラウド Web-API」により、他
のクラウドサービスとのシームレスなデータ連携も実現しております。業務ソフトベンダーの先駆けとなる技術・サー
ビスに積極的に取り組み、ビジネス環境の変化への素早い対応とテレワークなどの新しいワークスタイル変革をサ
ポートします。

■クロノス株式会社の会社概要
□会社名： クロノス株式会社
□所在地： 東京都新宿区信濃町 35 番地 信濃町煉瓦館 4F
□代表者： 代表取締役 濱田 淨史
□事業内容： コンピューターソフトの開発および販売
□資本金： 6,000 万円
社名「クロノス株式会社」（クロノスはギリシア神話における時間の神）にあらわした通り、当社は「時間」を起点と
する情報を、よりわかりやすく「見える化」する就業管理ソリューションで、お客様のビジネスをサポートすることを設
立の理念としております。設立は 2011 年ですが、前身のエル・エス・アイジャパン株式会社から業務を引き継いで
いますので、就業管理ソフトは 30 年の歴史があります。また、タイムレコーダーも開発するので、ハード・ソフトとも
自社一貫で開発をする強みを持ち合わせています。製品群は就業管理ソフト「クロノス Performance」、タイムレコー
ダー「テレタイムシリーズ」、勤怠に特化したグルーブウェア「Zaion’nex」。また、各々のクラウドサービスを提供して
います。

■株式会社インターコムの会社概要
□設立： 1982 年 6 月 8 日
□代表取締役会長 CEO： 高橋啓介
□代表取締役社長： 松原由高
□資本金： 8,400 万円
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□本社所在地： 〒110-8654 東京都台東区台東 1-3-5 反町ビル
□TEL： 03-3839-6231（代表）
□URL： http://www.intercom.co.jp/
インターコムは 1982 年の創業以来、“通信のインターコム”として「まいと～く」「FALCON」「Biware」など、数々の
ヒット商品を生み出してきました。現在は「通信」「リモートソリューション」「運用管理」「ワークスタイル変革」の 4 つの
事業テーマで企業向けソフトウェアの企画・開発・販売を行っています。メガバンクなど金融機関で多数の導入実績
を誇るリモートソリューションの「RemoteOperator」をはじめ、運用管理の「MaLion」、ワークスタイル変革の「デリバリ
ーセンター」など、当社の新たな柱となる商品はすべてクラウドサービスで提供しています。

■「PCA 就業管理 X シリーズ」に関する問い合わせ先
ピー・シー・エー株式会社
TEL:03-5211-2700（代表）
E-mail： event_pca@pca.co.jp
■「クロノス Performance」に関する問い合わせ先
クロノス株式会社
TEL： 03-5360-8131（代表）
E-mail： info@xronos-inc.jp
■「MaLionCloud for PCA」および「MaLion シリーズ」に関する問い合わせ先
株式会社インターコム
営業本部 クライアント管理グループ
TEL： 03-3839-6769
お問い合わせフォーム：
http://www.intercom.co.jp/contact/malion-cloud/inquiry.html
■本ニュースリリースに関する報道関係者からの問い合わせ先
ピー・シー・エー株式会社
戦略企画部 行部(ぎょうぶ)・堀井
TEL： 03-5211-0201
E-mail： event_pca@pca.co.jp
クロノス株式会社
TEL： 03-5360-8131（代表）
E-mail： info@xronos-inc.jp
株式会社インターコム
営業本部 営業推進部 広報宣伝グループ 山中 弘重、澤田 季治
TEL： 03-3839-6775
E-mail： market011@intercom.co.jp

※interCOM は、株式会社インターコムの登録商標です。
※その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

以上
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