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近年、パワフル会計「組合」をご利⽤のユーザ様や新規のお客様より、オーダーシステム（組合員台帳システム、旅費申請・精算システム）の
お問い合わせを数多く頂いております。
組合員減少による役員の⾮専従化が進み、蓄積するデータの管理に対して業務効率化を求める声が年々増えております。
弊社では、そのような労働組合様に向けて幅広く業務を⽀援するオリジナルシステムのご提供にも⼒を⼊れており、
本資料ではオーダーシステム事例を中⼼にご紹介させていただきます。
現在の業務と照らし合わせながらご覧いただき、貴組合の業務効率化に向けて本資料がお役に⽴てれば幸いでございます。
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システムに関わる相談事例
組合員数減少により労働組合の活動の原資となる組合費が減少している組合も少なくありません。
労働組合の⽀出で⾼い割合を占めているのは専従者の“⼈件費”ではないでしょうか。
昨今の社会情勢を踏まえ、改めて⼈件費の⾒直しを図っている組合が多くみられます。
在宅ワーク化が進み、労働組合の業務効率化も求められている事から、システムについて多くのお問合せを
いただきます。最近のご相談事例をまとめると、⼤きく分けて２つの課題が浮かび上がってきました。

課題 ➊ 問い合わせ・照会対応

課題 ➋ 旅費等申請・精算対応

誰が見ても分かり易い“組合員管理システム”のようなものが求められています。

PCから簡単にどこからでも申請や承認等が可能な管理方法が求められています。

1. 慶弔申請の対応状況の確認 2. 新たな組合員に対する案内・対応 3. ⽀部間の組合員移動情報の確認

4. 労⾦・全労済・共済事業への対応 5. チェックオフの⾦額の管理 6.その他広報関連業務の対応・案内

1. 旅費等申請・精算の電⼦化（紙やExcelの脱却） 2. 電⼦承認チェック（押印業務の効率化）

3. ワークフロー管理（承認・決済業務の効率化） 4. 会計システムへの連動（仕訳伝票への連携）
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組合員の情報は、個⼈情報保護法の関係から近年会社からの情報が⼊⼿しにくくなっています。
しかし、組合業務においては組合員の情報やデータの整備が必要になるケースが多々あります。
引継ぎが多い労働組合においても、その情報の媒体が“紙”や“Excel”というケースが最も多く⾒受けられます。
⼯数削減や引継ぎの容易性、データの共有化という観点より、管理⽅法も⾒直しが図られつつあります。

〇〇労働組合 △△労働組合 ××労働組合

会社提供がある場合 Excel CSV 紙

管理⽅法 Excel 内製システム Excel

更新⽅法 データ⼊替・追記 定期的なデータの突合
（専⽤システムの知識が必要） データ追記

履歴情報 無（ファイル単位） システムで閲覧 無

作業効率 必要情報の抜粋、維持が⼤変 メンテナンスが課題 ⾮常に悪い

引継ぎ 運⽤に不安 不安
（マニュアル等が無い） －

セキュリティー⾯ 危険性⼤ 危険性あり 危険性⼤

課題➊ 問い合わせ・照会 労働組合における情報管理状況
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会社

会社から定期的に配信される⼈事データ（ExcelやCSV）をダイレクトに「組合員台帳システム」に取り込み。
組合側の情報と合わせて、常に最新の情報を閲覧利⽤できるようになります。
なお、取り込んだデータは更新される事により履歴管理も⾏えます。
また、各々が⾏っていた組合員リストに携わる業務の集約や情報の⼀元化も可能です。

問 い 合 わ せ 対 応
付随情報の⼊⼒など

情報閲覧
データ出⼒など

組合員台帳
システム

閲覧・確認 問い合わせ

定期的に会社⼈事
からデータを提供

※付随情報とは共済⽀払情報や
組合固有の情報などです。

組合員台帳システムの概要

労働組合 本部

会社からのデータを
ダイレクトに取り込み︕

データ取込

書記

⽀部担当者

組合員

組合役員

組合担当者

組合役員

組合員リスト

メンテナンス

データ出⼒

データ閲覧

❶

❷

❸

❸

課題➊ 問い合わせ・照会

業務フロー
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旧：サクセス研究所

下図は、電機関連の組合様向けに開発した「組合員台帳システム」の画⾯です。
基本的な組合員データに加えて給付履歴管理、変更履歴、休職履歴等の様々な管理が⼀画⾯で可能です。

メイン画⾯ 検索画⾯

セキュリティ機能

データ取り込み後の差異の履歴管理

休職期間や理由を記⼊

給付⾦等の⽀払管理

共済加⼊状況の管理

組合員基本情報

組合員台帳システムの画⾯サンプル

様々な⾓度からデータを
検索したりExcelへ出⼒
する事が可能

利⽤者制限や各種セキュリティ対策も

課題➊ 問い合わせ・照会
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⼿書きは⾯倒

振 込❼
ろうきん等

課題❷ 旅費等申請・精算対応 労働組合における各種申請業務の状況

⼿書き

役員の経費や旅費申請はExcel等へ⼊⼒して印刷後、紙媒体で申請・精算する組合が多く⾒受けられます。
申請する⽅は良いのですが、承認側は伝票を確認・押印後、⼿渡しで精算側・担当者へ回します。
担当者は再度内容を確認後、会計ソフト等に⼊⼒します。
しかし、最近はそれらの業務を電⼦化し、ワンストップでスムーズに⾏いたいとのお問合せが増えてきています。

Excelへ
⼊⼒

印 刷

印

確認後
会計ソフトに⼊⼒

事務所に来て承認
しなければならない

⼿書き・Excelで作成❶
申請・⼿渡し❷

❹ ❻
承認・押印❸

❺

⼿渡し

業務フロー

Excelで
作成している

押印の確認

会計ソフト等に⼊⼒

⽬視で確認後に
会計ソフトへ⼊⼒
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普段お使いのマイクロソフト Edge（エッジ）等のブラウザソフトから簡単に⼊⼒︕
PC内にプログラム導⼊が必要ないため、⾮常に便利です。
役員の⽅がご⾃分の席から必要な情報を⼊⼒するだけで、シームレスにパワフル会計にデータ連動し、
ご⾃⾝の精算処理はもちろん、他者の申請状況確認や承認等の処理が画⾯上で可能です︕

旅費申請・精算システムの概要

パソコンへの
プログラム導⼊不要

データ参照

ブラウザから申請⼊⼒❶

⼿書きしなくても
良いので便利︕

初回承認❷

サーバー

捺印済み伝票発⾏❺

振込❻

⾦融機関

❹

ブラウザ

ブラウザ

ブラウザ

最終承認❸

ブラウザ ブラウザ

▼旅費精算伝票

差戻も可能︕

⼊⼒の⼿間 削減︕

承認フローの編集も可能

パワフル会計に連動

パワフル会計

クラウド型でも可能

システム／プログラムは
サーバーに導⼊（IISを利⽤）

課題❷ 旅費等申請・精算対応

業務フロー
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ログイン画⾯ マスタ設定画⾯

メニュー

メールアドレスを⼊⼒しておくと
申請時や承認時にメールが届きます。

※メールサーバー及び配信⽤のアカウントが必要です

インストールは不要︕旅費システムにアクセス可能な端末からブラウザ経由で簡単にご利⽤いただけます。
頻繁にPCが変わってもシステムの⼊れ替えはありませんので安⼼です。

初回は共通パスワードです。
ログイン後、各担当が

パスワードを⾃分で設定します。

旅費申請・精算システム紹介／ログイン画⾯課題❷ 旅費等申請・精算対応
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⽤件毎に対象科⽬が
システムの裏側で

変わります。

申請時にエビデンスになる
データを添付できます。

その他項⽬はお客様側で
変更可能です。

申請後にはご⾃⾝の
申請状況も把握できます。

リスト選択が可能です。

⾃由に⼿⼊⼒可能です。

A＋Bで⾃動計算します。

A

B

申請時に承認ルートを
指定できます。

精算か仮払かを
選択可能です。

申請済みデータを
再利⽤する事ができます。

⼊⼒画⾯は下図のように⼀画⾯にまとまっています。⼊⼒が必要な場所が⼀⽬瞭然︕
分かりやすく、簡単に申請処理が可能です。【その他】項⽬はお客様側で⾃由に編集いただけます。

⼊⼒画⾯

旅費申請・精算システム紹介／⼊⼒画⾯課題❷ 旅費等申請・精算対応
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承認者側メニュー

申請⼀覧画⾯

内容を確認後、承認もしくは差戻へ

承認者はログインすると申請状況が分かります。承認も簡単︕添付ファイルの確認も可能です。
承認者は別途メールで申請通知がきますのでシステムにアクセスしなくても把握できます。

メールで承認申請のお知らせメールソフト

申請内容

旅費申請・精算システム紹介／確認画⾯（承認者）

⼀覧から確認

課題❷ 旅費等申請・精算対応
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申請⼀覧

承認待ち状態です。
現時点の承認者が

表⽰されています。

全ての承認が終わると
“決裁待ち”になります。

パワフル会計へ執⾏処理を
終えると決裁済みへ

申請者はログインすると現時点の承認状況や承認した時間が分かります。
承認が複数⼈の場合、現在どの段階まで承認が進んでいるのかを確認できます。

旅費申請・精算システム紹介／確認画⾯（申請者）課題❷ 旅費等申請・精算対応
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執⾏処理画⾯

パワフル会計に連携します。

旅費明細書を出⼒します。

捺印欄は編集可能です。
タイムスタンプが必要な場合は
下図のようになります。

全ての承認が終わると、パワフル会計への連携及び明細書の発⾏ができます。
明細書のレイアウトはオリジナルの明細書に変更可能です（レイアウトは制限あり）

オリジナルの明細書も
ご利用いただけます。

仕訳はデフォルトがマスタで
設定されていますが、編集も
可能ですので臨時の申請等、
他科⽬にしたい場合は有効です。

旅費申請・精算システム紹介／仕訳連携部分課題❷ 旅費等申請・精算対応
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下図は、パワフル会計「組合」を中⼼に各システムをクラウド運⽤した構築事例です。
弊社では“会計ソフトのみ”ではなく組合業務に関連するシステムを総括的にクラウド化する事が可能です。

クラウドサービスについては各社提供しております。
弊社側ではご指定はございません。
利⽤するシステムやライセンス数は別途ご相談。総合的なシステムのご提案

本部 書記⻑

本部 書記局

組合員･役員

申請･精算
システム

組合員台帳
システム

パワフル会計
組合

⽀部 書記局 ﾈｯﾄﾜｰｸ版

責任者への承認
確認もWEBで
どこからでも可能︕

申請内容を確認して
上司に承認要請

会計伝票⼊⼒会計伝票⼊⼒

精算連絡･差戻処理❺

❶ 申請

会計ソフトと連動しているため、
申請にかかる伝票は⾃動作成が可能

クラウド
サーバー

会計ソフトはクラウドサーバーに
導⼊されているため、利⽤者は
ブラウザ経由でシステムを利⽤

連 携

❹承認

❸
承
認
申
請

❷
申
請
確
認

ブラウザ

ブラウザ ブラウザ

旅費や共済の申請は
WEBで申請︕

精算や差戻の連絡は
メールでも︕

ブラウザ
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ご利⽤のシステム仕様や付随する業務をお客様先にてヒアリング

導⼊メリットや運⽤⽅法等のご提案

システム化に向けた概要書のご提⽰

スケジュールのご調整／⾒積提⽰

開発からの仕様書のご提⽰・調整

プログラム開発（最低3カ⽉〜）

途中経過報告・調整

納品・設定・操作指導

保守サポート、不具合対応等

１

システム導⼊までのスケジュール

2

3

4

5

6

7

8

9
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