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freee のご紹介
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freee株式会社のご紹介

スモールビジネスに関わるみんなが
創造的な活動にフォーカスできるよう

✓ クラウド会計ソフト freee を中心に、バックオフィス業務のテクノロジー
による自動化・クラウド化を推進

✓ 2012 年 7 月創業、現在では従業員300人超

✓ シリコンバレーVC等から累計 96 億円以上の資金調達

○ 主要株主：DCM, リクルートホールディングス, SBI Fintech Fund,
Pavilion Capital (Temasek), Infinity Venture Partners, 未来創生ファンド 3



ビジネスの開始から、運営、
そして成長までをサポートする freee
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✩はじめる ↻運営する ↗ 育てる

会社設立 freee
(2015年6月リリース)

クラウド会計ソフト freee
(2013年3月リリース)

クラウド給与計算ソフトfreee
(2014年5月リリース)

開業 freee
(2016年10月リリース) 80万事業所突破！ 10万事業所突破！

バックオフィスのプロセス全体を効率化し、
創造的な活動にフォーカスできるようにする

設立数4,000突破！



創業以来、自社のサービスを利用して
バックオフィスのベストプラクティスを構築

● 業務効率化の肝は「紙・マニュアルの業務をそのまま電子化しない」

○ その業務自体をショートカットできないか、自動化できないか、
の視点でBPRした上で、電子化することが重要

○ 例）DB一元化やデータ連携により転記作業自体をなくす、AIによ
り自動で仕訳する etc
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経理担当

0.8人
人事/労務担当

0.5人

経理担当

平均3.7人
人事/労務担当

平均 3.1人

従業員300名規模法人 freee株式会社



会社設立 freeeのご紹介
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費用も時間もかかる法人設立手続き
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会社設立 freee ：登記書類を5分で
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● 法人登記に必要な書類の作成を、入力された情報をも
とに、自動転記で支援



いつでもどこからでも
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デモをご覧ください
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出来ていること（3つの画面遷移毎に）
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入力
（準備）

設立 始動
（その後）

● 書類作成のための
必要事項入力画面。

● 書類のフォーマッ
ト毎に入力するの
ではなく、必要事
項を1回入力すれ
ば、23の設立関連
書類の作成が完了。

● 設立手続きのガイ
ドと、ステップに
合わせて記入済み
の書類をダウンロ
ードできる仕組み。

● 電子定款は少額で
司法書士による電
子署名代行サービ
スも提供。

● 設立後に必要な、
年金事務所などへ
の提出書類もダウ
ンロードできる
（一部は自動入力未対
応）。

● 行政手続に加えて、
法人銀行口座など
の起業後に役立つ
サービスの申込窓
口も用意。

● サービス申込の際
の情報入力を、情
報連携で補助。



出来ていないこと（3つの画面遷移毎に）
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入力
（準備）

設立 始動
（その後）

● 特になし ● 煩雑な調整・操作が多い
⇛定款について、公証人との間
でトンマナ・インデント等の修
正が発生
⇛（電子定款を自力でやる場
合）申請総合ソフトのUIがわか
りづらい

● オンラインで完結しない
⇛電子定款を選んでも、結局、
後日定款を公証役場で受け取る
必要がある
⇛他にも、紙のやり取りが存在
している（印鑑届書、資本金入
金記録等）

● ワンストップで完結しない
⇛登記ねっとAPIに、通知機能
がない

● ワンストップで完結

しない

⇛年金事務所、税務

署、都道府県税事務

所への手続きが必要

だが、電子的にやろ

うとした場合、e-Tax、
eLTAX、e-Govの
accountがバラバラで

煩雑（＆夫々のUIが
わかりづらい）

※ そもそも、電子申請のための電子認証手段が普及していないという課題もある



参考：中小企業の生産性とクラウド化
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中小企業の経理担当の時間の使い方
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27.5%

非ルーティ
ン作業に関
わる時間
はわずか

● 非ルーティン作業に携わっている経理担当者の時間は3割弱

※従業員50名以上-300名未満企業の財務/経理担当者による調査

（2017年2月、freee 実施のインターネット調査より） 14



中小企業の労働生産性は大きな課題

● 労働力不足が常態化する今後、労働生産性向上は経済成長に
向けて必須
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出所）2014.5 経営共創基盤冨山氏資料
付加価値：営業利益＋人件費＋賃料＋税金等

企業規模別の労働生産性
（付加価値 / 従業員数）

大規模企業

中規模企業

小規模企業

製造業 商業・サービス業

（万円 / 人） （万円 / 人）



国際的にみても労働生産性は劣位

● OECD諸国34カ国の中で比較すると、日本の労働生産
性は22位に過ぎず、平均値も下回っている。

16出所）2014 日本生産性本部

OECD加盟国の労働生産性
（GDP/就業者数）

… …

単位：購買力平価換算USドル



起業環境も国際的には劣位

● 登記に要する手続数や日数で、他の先進国に大きく劣る
● 結果として、開業率は先進国の中でも最低水準

17
出所）H26中小企業白書

開業率推移の国際比較



freee 登場後、会計クラウド化率は上昇

● 2016年には、遂に創業時はクラウドの選択がマジョリティに

中小企業における
会計ソフトのクラウド化率

2014.12

4.8%

13.0%

2013.3 2016.8

出所）デジタルインファクト調査

設立からの年数別の
会計ソフトのクラウド化率

出所）MM総研調査（2016.9）

インストール型

クラウド型

53.1%



クラウドは生産性の課題解消に貢献
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中小企業の労働生産性
（付加価値 / 従業員数）

クラウド非利用企業 クラウド利用企業

出所）H25情報通信白書
中小企業：資本金5,000万円以下

435万円 / 人 474万円 / 人

● クラウドを利用している中小企業は、そうでない企業に比べ
て労働生産性が高い傾向にある



“個人事業主2.0”の経済効果=5.9兆円

● 定義：Web・クラウドのサービスを何らか活用している個人事業主
○ EC（出店）、ネット広告、SNS、クラウド会計、クラウドPOS など
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481万人

平均売上（年）1,178万
円

72万人

平均売上（年）1,554万
円

比較的長時間働い
ているが、自由に
働らけているため、
働きがい、幸福度
が比較的高い

出所）野村総合研究所「個人事業主2.0」アンケート調査分析より

売上増合計
5.9兆円



スモールビジネスに携わるすべての人が

創造的な活動にフォーカスできるよう

21https://www.freee.co.jp/
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