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株式会社ビジネスソフト社ニュースレター 

 ２０１６年、平成２８年も残り少なくなって参りました。今

年の棚卸を始めてはいかがでしょうか。１月は「マイナンバー

制度」開始に始まり、SMAP解散報道、「CoCo壱番屋」の冷

凍ビーフカツ転売、スキーツアーのバス崖下転落事故などなど

様々な出来事がありました。Webで検索すると事細かに調べる

ことができます。それを元に自身に起きた出来事を時系列に整

理して、年頭に立てた目標・計画を振り返れば、新たな発見が

あるかも知れません。 

 コンピュータの世界では、人工知能の進化が取り上げられま

す。３月に4勝1敗で囲碁AI「AlphaGo」が韓国のプロ囲碁棋

士李氏に勝ったことから更にヒートアップし、自動車の自動運

転は当たり前のこと、株の売り買いも人工知能に任せた方がリ

スクが少なく儲かるとか。クラウド、ビッグデータ、フィン

テック（Fintech）、人口知能とIoTが来年のキー。目が離せ

ないところです。 

今年はどんな年でしたか？ 

今号のコンテンツ 

◆特集記事 …P1～P2 

 年末調整の準備は大丈夫ですか？ 

   ☆源泉徴収票にはマイナンバーの記載が必要 

    ☆マイナンバー取扱いの落とし穴 

    ☆今年の源泉徴収票 
 

 マイナンバーの取扱い履歴管理と漏えい防止を両立 

 できるサービス「OBCマイナンバーサービス」 

 Webで年末調整申告書を提出できる新サービス 

 「年末調整申告書サービス」 
 

◆お客様紹介  …P3 

 株式会社ロアール 様 
 

◆今さら聞けないパソコン基礎知識 …P3 

 「グループウェア」編 

   ☆グループウェアとは 

    ☆クラウド化でさらに便利に 
 

◆取扱い商品・サービスのご紹介 …P4～P6 

 マイナンバーの交付から1年が経ちました。皆様の会社では

法令、ガイドラインに沿って従業員のマイナンバーを収集のう

え、保管されているかと思います。しかし利用については、未

だ記入したことがない、ということもあるようです。 

 今年の年末調整では源泉徴収票に、従業員と扶養家族のマイ

ナンバーを記入することになります。源泉徴収票の作成には給

与計算ソフトや法定調書作成ソフトを使用される会社が多いと

思いますが、改めてマイナンバーの取扱いについて会社で策定

した基本方針や取扱規程を周知徹底し、業務を行う必要があり

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次ページ「マイナンバー取扱いの落とし穴」へつづく 

☆源泉徴収票にはマイナンバーの記載が必要 

本格的にマイナンバー利用が始まる今年の年末調整 

※イメージ 
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☆マイナンバー取扱いの落とし穴 

 マイナンバーを取り扱ううえで注意すべきことが２つありま

す。ひとつ目は取扱い履歴を残さなければならないことです。

ふたつ目は取扱いの際に漏えいさせないということです。 

 履歴はいつ、誰が、何のために、誰の番号を利用したかを記

録します。紙やパソコンなどで何等かの管理表の作成が必要か

と思います。給与計算ソフトなどにマイナンバーを保存してい

る場合、ソフトに自動でログが残りますが、そのソフトから印

刷しない書類への記入を目的にマイナンバーを参照した場合、

ソフトのログでは何のために参照したかは分かりませんので、

別途記録する必要があります。 

 

 そして紙の台帳やパソコン内など、社内にマイナンバーを持

つ限り、漏えい対策が必要です。パソコンの場合、担当者以外

がマイナンバーにアクセスできないよう、必ずパスワードの設

定を行います。またセキュリティ対策のソフトや機器による漏

えい対策も必要です。 

 実務の際にはマイナンバーが記載された台帳や、印刷した源

泉徴収票などを机の上に出したまま 

にしたり、プリンタへ印刷したまま 

にしないよう注意しましょう。 

Ｗｅｂで年末調整申告書を提出できるサービスが新登場！ 

 勘定奉行のＯＢＣ 「年末調整申告書サービス」 
Webで年末調整業務を行うことで業務時間を大幅に削減できるクラウドサービスです。 

申告書の配布・回収 

年末調整計算のための再入力が不要となります。 

間違いがあってもWebで簡単に差し戻し、処理

やステータスも把握でき、紙で行うよりも大幅に

時間効率があがります。 

紙の配布が無くなり、メールで完了します。 

入力はパソコンやスマホから簡単に行えます。 

もちろん保険料などの計算も自動です。 

従業員がWebで申告書入力ができ、回収

を自動化！ 

電子データでやり取りができ、確認・訂

正依頼がスピーディーに！ 

給与システムに年調データを連携でき、

手入力が不要に！ 

マイナンバーを社内のパソコンに保存せずに運用できるクラウドサービスです。 

マイナンバーの取扱い履歴管理と漏えい防止を両立できるサービス！ 

 勘定奉行のＯＢＣ 「ＯＢＣマイナンバーサービス」 

☆今年の源泉徴収票 

①マイナンバーの記入欄があります。 

 ・支払を受ける者（従業員本人）…個人番号 

 ・控除対象配偶者…個人番号 

 ・控除対象扶養親族…個人番号 

 ・16歳未満の扶養親族…個人番号 

  

 

 

 ・支払者…法人番号または個人番号 

②提出先によってマイナンバーの記入の有無があります。 

 ・市町村提出用…マイナンバー欄のすべてに記入 

 ・税務署提出用…マイナンバー欄の一部に記入 

 ・受給者交付用…マイナンバー欄のすべてに記入不要 

 

  

データ入力 

申告書の内容確認 

事前に国税庁のホームページから申請書をダウンロードして記入し、所轄の税務署に提出する必要があります。 

OBC 
マイナンバー 
サービス 

参照 

出力 

☑マイナンバーは安全なクラウドに保管 

☑マイナンバーを利用する給与計算システムなどと連携 

☑マイナンバーの利用などの取扱い履歴を一元化 

 今年の源泉徴収票は個人番号欄があることで、昨年までとは

レイアウトが異なります。市販のレーザープリンタ用の場合、 

 

一人分がA4判2枚組になっているため、価格も昨年までとは異

なっています。 

  

OBC マイナンバー 検索 

OBC 年末調整 検索 

個人番号 
123456789012 
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株式会社ロアール 様 
 このたびは福山市内と倉敷市内で美容室を展開されている、

株式会社ロアール様のご紹介をさせて頂きます。 

 1972年の設立以来出店を重ね、今では6店舗の美容室があ

り、グループ会社ではブライダルサービスも行われています。 

 昨年はイトーヨーカドー福山店内2階にあるロアール本店を

リニューアルされ、今年は三之丸店を移転して新たに元町店を

オープンされました。2階建ての新しい元町店はヘアーサロン

だけでなく、まつ毛エクステができるゆったりした空間もあり、

リラックスして施術が受けられます。 

 「美容道」を追求される園尾社長のもと、スタッフの方は日々、

技術の習得と人間性を高める努力を重ね、お客様がより美しく、

笑顔になって頂けるお店づくりに邁進されています。 

 

（会社プロフィール） 

社名：株式会社ロアール 

所在地：広島県福山市神辺町新徳田 598（本部） 

事業内容：トータルファッションサービス（理美容） 

サロン：ロアール本店・元町店・倉敷店・水島店 

    B.J.サンティール、ヘアリゾート アルル 

グループ会社：㈱エポックプロス（商品卸） 

      ：㈲ウェディングサポート（ブライダルサービス） 

Webサイト：http://www.loire.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              （お客様の声） 

               ビジネスソフト社には美容室 

              専用ソフト「サロンマジック」 

              を導入してもらっています。 

              全店舗の売上や顧客管理に利用 

              しています。最近は分析機能を 

              もっと活用し、お客様に最適な 

              サービスをご提案できるよう、 

              全店舗で取り組んでいます。 
代表取締役 

園尾 英樹 様 

☆グループウェアとは 
 グループウェアとは、ネットワークを活用して、組織内での

情報を共有し、組織の運営を効率化するためのソフトウェアの

ことをいいます。 

 主な機能として、メールや掲示板、スケジュール管理、会議

室などの施設利用予約や、報告書や経費精算の承認機能（ワー

クフロー）などがあります。 

 掲示板は、社内の伝達事項などを紙の資料で作成し回覧する

代わりに、グループウェアで共有する機能です。社内にいない

場合でも確認ができるので、情報伝達のスピードが早くなりま

すし、遠隔地の支店ともリアルタイムに情報を共有できるのが、

従来の回覧板よりも優れたところです。 

 スケジュール管理では社員の予定を共有でき、これから訪問

する予定の取引先や帰社予定時刻を確認できます。担当者が外

出中に、お客様からお問い合わせを頂いた場合も、在社してい

る社員がスムーズに対応することが出来ます。施設の利用予約

も、あらかじめ予約状況を確認して予定を立てることができる

ので、当日になって予定が重なってしまったということがあり

ません。 

 経費精算の承認を紙ベースで行うと、出張の多い職場では滞

りがちですが、グループウェアのワークフロー機能を使えば、

出張先からも承認が可能になり大変便利です 

 

☆クラウド化でさらに便利に 
 当初グループウェアは、専用のサーバを導入し、それぞれの

パソコンにも端末用のソフトウェアをインストールしなければ

使えませんでした。しかし現在は、Webサーバを利用するタイ

プのソフトウェアが主流となり、ソフトウェアをインストール

しなくても、ブラウザ（InternetExplorerなど）から直接利用

することができるようになりました。 

 また、グループウェアは、一部に使わない人がいると情報の

更新や共有ができなくなることが課題でしたが、スマートフォ

ンからも閲覧や操作が可能になり、パソコンの操作ができなく

てもグループウェアを使うことができるようになったことで、

活用の可能性が広がってきています。 

「グループウェア」編 

8月に移転し、オープン
された元町店です。 

２階にはまつ毛エクステや着付が 
できるスペースがあります。 



ビジネスソフト社の取扱い商品・サービス 
 導入からアフターフォローまでサポート致します。 
 ビジネスソフト社にお申し付けください。 

表示価格は税別です。また、セットアップ料
を別途申し受けます。価格表示のない商品は
御見積いたしますので、ご相談ください。 
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ＵＴＭ（統合脅威管理）  

ＩＤＣ ~インターネットデータセンター~ 

ＯＡ機器 BIツール ~ビジネスインテリジェンスツール~ 

●A3/A4対応デジタル複合機 

●A0/A1/A2対応広幅デジタル複合機 

デジタル複合機 
リコー・キヤノン 

◆PCサーバ PRIMERGY 

◆デスクトップパソコン ESPRIMO 

◆ノートパソコン LIFEBOOK 

◆タブレット ARROWS Tab 

サーバ・パソコン・タブレット 
富士通 法人向けシリーズ 

●A3/A4対応プリンター/スキャナー 

●A0/A1対応大判プリンター/スキャナー 

ビジネスプリンター・スキャナー 
エプソン・キヤノン・PFU 

わかりやすさを追求したデータ分析ツール 
Linxgate リンクスゲート（日本システム） 

選ばれる４つの特長 

●デザインカスタマイズ 

●簡単分析！ドリルダウン 

●情報共有＆Excel出力 

●基幹システムと直接連携 

システムに蓄積された情報から、意思決定の 
判断材料をすぐに導き出せます。 

業務システムに蓄積されたデー

タを参照し、必要な情報をリア

ルタイムでグラフィカルに表示

します。 

ICT資産の所有から利用へ、BCP対策に 
Ryobi-IDCサービス（両備システムズ）  

安心・安全な設備環境 
●低災害地域 ●堅牢なファシリティ 

●万全のセキュリティ おかやまクラウドセンター 

◆仮想プラットフォームサービス 

 堅牢なデータセンター内に管理されている 

 仮想マシンをご利用頂けるサービスです。 

◆コロケーションサービス 

 お客様側で用意されたサーバやネットワーク 

 機器をIDCでお預かりするサービスです。 

◆遠隔バックアップサービス 

 お客様の重要なデータをWAN越しで毎日 

 自動でバックアップを行うサービスです。 

マイナンバー漏えいや不正送金など、さまざまな脅威に対応するセキュリティ対策 

UTM（Unified Threat Management）とは？ 
ウイルス対策、スパム対策、ファイアウォール、Webフィルタ
リング、不正侵入防御など複数のセキュリティ対策機能と自動
アップデート機能により最新のサイバー攻撃に対応します。 

CuteBOX（トライポッドワークス） 
●業界トップクラスのアンチウイルスエンジン搭載 

●10年連続シェアNo.1のWebフィルタリングを採用 

※想定接続PC台数：～30台 参考5年リース月額16,000円 

●見える化ツールで導入効果を簡単で視覚的に把握 

●欧米でトップシェアのアンチウイルスエンジン採用 

※想定接続PC台数：～10台 参考5年リース月額10,500円 

SS3000std（サクサ） 

インターネット 

事務所 ルーター 

パソコン 

UTM 

セキュリティソフト/情報漏えい対策･IT管理ツール 

インターネットの
出入口に設置 

外部からの 
攻撃に対応 

内部からの 
漏洩に対応 

サーバ 

セキュリティ対策ソフト 

情報漏えい対策･IT資産管理ツール 
LanScoap Cat（エムオーテックス） 
●市場シェアNo.1！ ●金融機関で3社に1社の導入実績 

●操作ログ管理,Webアクセス管理,デバイス制御,メール管理, 

 不正PC遮断,IT資産管理など 

セキュリティソフト 
ESET（イーセット）シリーズ 

標的型攻撃対策 
AZSECURITY BSTS FFR yarai（富士通） 

日経コンピュータ顧客満足度調査2016-2017 

ウイルス対策製品部門4年連続1位！ 

●高いウィルス検出力●軽快な動作●コストメリット 

標的型サイバー攻撃、未知の脅威から防御 

●未知のマルウェア検知・防御 ●未知の脆弱性対策 



ビジネスソフト社の取扱い商品・サービス 
 導入からアフターフォローまでサポート致します。 
 ビジネスソフト社にお申し付けください。 

表示価格は税別です。また、セットアップ料
を別途申し受けます。価格表示のない商品は
御見積いたしますので、ご相談ください。 
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業務システムソリューション  

お客様のニーズに合わせたシステムを開発 
オーダーメイドシステム開発 

カスタマイズできる業務パッケージソフト 
ＷinWinきゅうよ・はんばい・ざいむ 

（給与計算・販売仕入管理・財務会計） 

●販売開始から30年 

●パッケージでありながらお客様のニーズ 

 に合わせカスタマイズ対応 

●様々な業種、業務の開発実績 

 販売仕入管理、財務会計、給与計算、 

 生産管理、工程管理、在庫管理など 

●販売仕入管理＋EDI連携システムなど 

勘定奉行のOBC 
オービックビジネスコンサルタント 

会計ソフトはピーシーエー 
PCA（ピー・シー・エー） 

◆奉行i10シリーズ 

 商・蔵奉行（販売・仕入管理）、勘定奉行（財務会計）など 

◆マイナンバー対応ソリューション 

弊社はOBC奉行iシリーズ指導認定パートナーです。 

◆PCA Xシリーズ、PCAクラウドシリーズ 

 PCA商魂・商管（販売・仕入管理）、PCA会計、PCA給与など 

◆マイナンバー対応ソリューション 

弊社はPCAシステムインテグレーションパートナーです。 

美容･理容業様向けソフト 
サロンマジック （エクシードシステム） 

土地家屋調査士様向け報酬額計算ソフト 
福太郎21 Ver5.0 

●報酬額計算書の作成 

●見積・請求・領収書の作成 

●年間集計表などの作成 

ご提供価格30,000円 

牛乳販売店様向け牛乳宅配管理ソフト 
Milware ミルウェア 

●顧客と配達を簡単登録 

●品揃表を簡単印刷 

●請求書も簡単発行 

 ご提供価格250,000円 

建設業様向け原価管理システム 
どっと原価ＮＥＯ（建設ドットウェブ） 

●個別プロジェクト原価管理を徹底管理 

●全国3,000社以上の導入実績 

●会計、給与ソフトとデータ連携可能 

①案件管理 → ②予算計画 → ③原価管理 → ④支払・請求 

業務システムソリューション（業種特化） 

Office365 

●日報・担当別売上・月次集計まで一括管理 

●予約表、来店時カルテ、会計伝票など 

●美容･理容業専門ソフトで20年以上の実績 

顧客来店動向の分析から、売上UPの答えが見えます。 

あらゆる場所の、あらゆる人へ 利用シーンの多様化に対応する、新しいOffice 
Office365（マイクロソフト） 

インストール版 
Office 

ブラウザ版 
Office 

メール/予定表 情報の共有 個人用ストレージ 
リアルタイム 

コミュニケーション 

Office365 料金プラン 

 ●Business（1年契約）：Office365ProPlus/OfficeOnline/OneDrive                  月額900円/1ユーザー 

 ●Business Essentials（1年契約）：OfficeOnline/OneDrive/Exchage/SharePoint/Skype        月額540円/1ユーザー 

クラウド対応Office製品     ＋     クラウドグループウェア 

Office365 
ProPlus/Business 

Office Online Exchange Online SharePoint Online 
OneDrive for 

Business 
Skype for Business 

Online 

✔1ユーザー5台のPCに
最新版Officeをインス
トール可能 

✔ブラウザでドキュメントの
閲覧・編集 
✔複数メンバーでの同時
編集 

✔50GBのメールボックス 
✔予定表の共有 

✔チームサイトを利用した
情報共有 
✔アクセス権の設定 

✔1ユーザーにつき1TBの
大容量 
✔メンバー間での共有も
可能 

✔Web会議 
✔在席管理 
✔チャット 



-6- -6- 

〒720-0072 広島県福山市吉津町5番8号 
TEL: 084-923-7522 FAX: 084-923-7647 
URL: http://www.bscnet.co.jp 

クラウド型CRM/SFA（顧客情報管理・営業支援） 

営業活動を強力に支援する、世界No.1のCRMソリューション 
salesforce セールスフォース 

●顧客情報の一元管理 

●リアルタイムの「見える化」 

●最低限の負荷で、最大限の情報を 

●ノウハウの共有・蓄積 

●社内コミュニケーション・コラボレーションの強化 

クラウド型CMS（ホームページ制作ツール） 

お客様の導入成功事例はこちら 

 

http://www.salesforce.com/jp/customers/ 

セールスフォース 事例 検索 

セールスフォース・ワールドツアー東京2016 

国内最大規模のクラウド・イベント。  

新しいアイディア、イノベーション、 インスピレーションを 

体験する2日間 

Day1 12/13[火] ザ・プリンスパークタワー東京 

Day2 12/14[水] ザ・プリンスパークタワー東京&虎ノ門ヒルズフォーラム 

     顧客情報▶ 

担当者､商談､問合わせ､ 

活動予定､活動履歴など 

あらゆる情報を一元管理 

生命保険事業 

これから加入される方も、見直しをご検討中の方も 
ビジネスソフト社が保険選びのお手伝いをいたします。 

生命保険をわかりやすくマンガにしま

した。この冊子を読むと保険が分かり

ます。そして無駄が分かります。   

ライフステージや将来設計、目的など

でプランは違います。最適なプランを

ご一緒に考えます。 

【お問い合わせ先】 

 担当 井上 幹雄 

 携帯：090-8244-0454 

 メール：mikio@bscnet.co.jp 

自分に合ったプラン選び 

簡単！多機能！あっと驚くCMSで簡単ホームページ作成 

みやしい 検索 

①多彩なテンプレ 

ートが100種以上 

②様々なパーツを 

自由にレイアウト 

③テキスト編集は

ワープロ感覚 

④あっという間に 

完成♪＼(´▽`)／ 

 

詳しくはWebで！ 

 

http://miyasii.com/ 

みやしい 30日間 

無料お試し受付中!! 

「使ってみたいけれど、最初からすべて作成する時間はとれない…」といったお客様には 
「ホームページ制作パック」をご用意しております。ぜひご相談ください。 

◆ライトプラン（５ページ）…90,000円（税別）  

◆スタンダードプラン（10ページ）…150,000円（税別） 

●専門知識や経験がなくても簡単操作で自社でホームページを作成・更新できるサービスです。 

●ブログやメールフォーム作成、スマホサイト自動生成、スライダー機能など機能満載です。 

●そのうえご利用料金は初期費用なしの月額8,000円（税別）です。 

「みやしい」とは 


