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1. はじめに
前号（2020年10月号）において、�COVID-19によるファイナンス組織への影響と今後の改革の方向性� と題し
て、CFO Signalsのアンケート調査結果や各社CFOとのディスカッション等の活動を通じて把握した情報をベース
に、今後のファイナンス組織の在り方についての分析・考察を行った。下記の図表に表れているように紙帳票での
確認業務や押印の多さが経理部門の課題であることが浮き彫りとなった。また、リモートワークを前提とした今後
の働き方について、多くの企業において、オペレーション業務のBPRや電子化対応の必要性や、これらの非効率な
業務自体に対する課題が注目されてきていることがわかった。
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経理財務部門の組織風土改革

経理財務領域のBCP作成・再構築

トレジャリーマネジメントの再構築
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【図表2：2020年10月号（前号）のQ8：COVID-19感染拡大を契機に、今後ファイナンス組織として取り組みたいこと】

出所：Deloitte CFO Signals Japan：Special Edition
『新型コロナウイルス（COVID-19）感染拡大による企業の経理財務部門への影響、及び今後の取り組みに関する調査』
調査実施期間：2020年6月9日～6月12日
有効回答数：72
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/finance/articles/cfop/cfosignals-specialedition.html

【図表1：2020年10月号（前号）のQ7：直近の取り組みにあたり、現状認識している課題】
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【その他認識している課題に記載いただいたコメント等】

・リモートワークを支援する手当の導入・支給

リモートワークに必要なITインフラ・ツールの不足

コンサルティング
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With/After COVID-19において、ファイナンス組織
では今後のニューノーマルな働き方として、紙媒体を前
提としていた非効率な業務モデルから、電子化・デジタ
ル化を通じたリモートワークを可能とする業務モデルへ
変革していくための環境整備を行う必要がある。業務モ
デル変革を、非効率な業務からの脱却と高付加価値業務
へのシフト、そして多様な人材・働き方を実現するため
の機会と捉え、ファイナンス業務・組織を構築していく

必要がある。
そこで本稿以降では、With / After COVID-19におけ

るファイナンス組織が具備すべき事柄について、
Deloitteの �Finance Wheel� のフレームワークに基
づいた機能別の考察を行っていく。
本稿では、�Finance Wheel� のフレームワークのう

ちOperational Financeの在るべき姿について展望す
る。

2. With / After COVID-19の
Operational Financeの在り方
当パートではWith / After COVID-19下でのOperational 

Financeにおける在り方を（1）Order to Cash、（2）
Procure to Pay （3）Close, Consolidate & Reportの
領域ごとにリモートワークの前提となる電子化をテーマ
にしたオペレーションのあるべき像を提示していく。

（1） 　Order to Cash：企業間領域に 
おける契約業務の電子化

COVID-19感染拡大によるリモートワークの定着によ
り、経理オペレーション業務の電子化への契機が高まる
中、従来の契約書授受・捺印業務を社内外共通のクラウ
ド上で実現するプラットフォームが注目を集めている。
従来の書面契約では契約書作成／確認／押印／郵送等の
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【図表3：ファイナンス組織が具備すべき機能・基盤要素（Finance Wheel）】

出所：Deloitte Finance Assessment Wheel（Deloitte保有のファイナンス組織診断のフレームワーク）
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出所：Deloitte Finance Assessment Wheel（Deloitte保有のファイナンス組織診断のフレームワークにおけるOperationalFinanceパート）
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フローに多くの時間を要していたが、電子契約に切り替
えることで業務の効率化や捺印のためにわざわざ出社し
ないといけないという弊害から解放される。またコスト
面でも印紙が不要になることによる削減効果を得ること
ができる。下記にて実際に電子契約を導入する上で論点
となるポイント4点を紹介したい。
①　法的要件を見据えた電子化対象文書の選定・見極め
電子化文書の選定にあたっては、業務効率に加えてe-
文書法／電子帳簿保存法／電子署名法や各個別法との適
合について考慮の上、文書範囲を定義する必要がある。
（法的要件詳細については（3）Close, Consolidate & 
Report ：紙媒体取引における電子帳簿保存法の適用に
て記載）また、電子サインと電子証明書を付与した電子
署名については契約の重要度に応じた使い分けが望まれ
る。2020年7月に公表された政府見解によって、一定
の法的要件を満たしていれば電子サインと電子署名はど
ちらも有効であることがあらためて示されることになっ
たが、契約内容が後に問題となり得る書類についてはよ
り本人性の立証が厳格である電子署名の導入も検討すべ
きである。
②　基幹システム連携・マスタの一元管理
電子契約ツールに関しては契約業務効率化という個別
最適だけでなく、自社基幹システムとの連携を含めたワ
ンプラットフォームでの顧客情報の一元管理まで視座を
高めて取り組むことが望ましい。例えば、販売管理シス

テムとの連携による契約書フォーマットへの取引先情報
の自動入力を可能にすべく、連携すべき情報の整理や文
書テンプレートの設計をする必要がある。また、販売系
／購買系システムと連携させ取引先マスタを一元管理に
よるP/L影響予測や統合的な取引先管理を実現するため
に、連携すべき情報の整理や制度設計が求められる。
③　証憑保管・検索の効率化
証票保管に際しては電子帳票、紙帳票等、既存文書を

含めた証憑の一元管理を実施すべく、証憑保管ツールを
導入することが望ましい。スキャンによって電子化され
た書面については、証憑保管ツールの機能によって法的
要件への適合有無を自動でチェックすることができる。
またタイムスタンプ付与機能を利用することで真正性を
担保したデータを保管することが可能となる他、大量デ
ータの高速検索も実現できる。このような証憑の自動保
管・マシンラーニングによる自動タグ付けを実施するた
めに、まずはツールのセットアップ支援と制度設計を実
施すべきである。
④　全体計画策定・プロジェクトマネジメント
当然のことながら、電子化推進にあたってはプロジェ

クト計画の策定、推進や品質管理の支援を行う必要があ
る。また、電子契約利用効果を広く波及させるため、取
引先への周知/説明会や従業員への新業務装着等を計画
的に実施することが重要になる。

（2） 　Procure to Pay：請求書支払い・
経費精算処理の電子化

契約書の他に紙媒体での授受が必要な領域としては、
請求書や従業員立替経費証憑が挙げられる。本領域は近
年、法制度対応・テクノロジーの進化により着目されて
きている領域でもあり、COVID-19の影響を受けて導
入・検討が加速化している。
請求書の電子化にあたっては、単純に請求書を紙媒体

からPDFで受領する方式に置き換えるだけでは、結果と
して受領したPDFを自社システムに入力する作業が必要
となってしまい、根本的な業務変革には繋がらない。そ
こで、取引先と双方でアクセス可能な電子プラットフォ
ームを活用し、請求書をクラウド上で授受、受領した電
子請求書のデータをそのまま自社会計システムにデータ
連携させる仕組を構築すべきと考える。
具体的な業務イメージは下図の通りである。
クラウド上で授受された電子請求書は「支払日」「金

4
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▶既存文書含めた一元管理や、証憑の自動保管・マシンラーニン
グによる自動タグ付けを実現し、保管・検索業務を効率化する
ため、証憑保管ツールのセットアップ支援と精度設計を行う

▶販売管理システムと連携し、契約書フォーマットへの取引先情
報・商談情報の自動入力を可能にするため、連携すべき情報の
整理や文書テンプレートを設計する

▶販売系/購買系システムと連携・取引先マスタを一元管理する
ことで、契約情報をP/L予測やサプライヤー管理の関連データ
として活用するため、連携すべき情報の整理と制度設計を行う

▶法律との適合や業務効率を踏まえ、電子契約を導入する文書の
範囲を定義する

▶法的有効性の高さ・業務効率を踏まえ、電子サイン／電子署名
の使い分けを設計する

▶プロジェクト全体計画策定、推進におけるスケジュール・品質
管理の支援する

▶電子契約利用の効果を広く波及させるため、取引先への周知や
従業員への新業務装着などを計画的に実施する

【図表5：電子契約導入のイメージと検討論点】

出所：「Deloitte Finance & Performance ユニット Operational Finance チーム資料から抜粋」
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額」「科目」等から自社債務管理データに自動連携され
る。内容についてはシステムが自動チェックを行うた
め、内容確認や不備による再申請の手間を削減できる。
また社内ワークフローに関しても、電子ワークフローの
活用によりペーパレスで承認を完了することができ、請
求書受領から支払実行、保管まで一気通貫した処理を実
現できる。

これらの仕組みを活用することで、リモート環境にお
いて請求書確認、支払い依頼の申請処理ができるだけで
なく、支払い契約と毎月の請求書の紐づけを行い、取引
先管理の高度化を可能とし、過年度との比較や金額の分
析、取引先選定・評価、集中購買によるコスト削減を期
待することができる。

上記の請求書の電子化だけでなく、従業員の立替経費
精算に関しても、これまでの領収書の糊付け/ホチキス
止めによる紙媒体の証憑提出から脱却し、ペーパレスで
の経費精算処理が出来るシステム環境が整ってきてい
る。電子帳簿保存法の適用と経費精算電子化ツールの活
用により、受領した領収書を自署の上、3営業日以内に
携帯端末などに搭載した電子化ツールアプリから写真撮
影・電子化することにより、これを原本に置き換えるこ

とが可能となり、紙媒体の領収書の提出が不要になる。
またコーポレートカードや交通系ICカードなどによる

キャッシュレス決済をした場合については、クラウド上
のシステム間連携により支払い情報（支払先・日時・金
額など）が自動でデータ連携されるだけでなく、今年度
の法改正によると領収書自体の写真撮影自体が不要にな
るという業務上の効率性を実現することができる。

（3） 　Close, Consolidate & Report ：
紙媒体取引における電子帳簿保存法の
適用と保管

これまで「（1）Order to Cash：企業間領域における

契約書の電子化」、「（2）Procure to Pay：請求書支払
い・経費精算処理の電子化」の中でも述べたように、証
憑の電子化をする際には各種法的要件に留意する必要が
ある。本章では電子化をする際に確認すべき法律につい
て確認していく。

申請者・承認者メリット 経理メリット

支払実行経理確認・承認支出データ連携 上長確認・承認支払依頼入力クラウド上で請求書
受領 システム管理 BIレポート分析

BIBIBI

請求支払いプロセス

経理承認 支払入力 上長承認請求書受領 証憑管理・
保管 分析請求データ

連携

■クラウド請求システムによる請求確認の工数削減
　▶取引先への確認工数・請求書到着のリードタイム短縮
■請求情報の自動連携による入力工数削減
　▶Cloud-請求書プラットフォームからデータ連携され工数削減
■スマホアプリによる承認
　▶いつでも・どこでも、承認が可能
■システム自動チェックにより確認・再申請の工数削減
　▶経費申請の不備が減少（経費精算の差戻し・再申請が減少）

■システム自動チェックにより経理承認の階層・工数削減
　▶金額基準を設け複数の承認を撤廃、確認対象項目を削減
■電子ワークフロー承認
　▶電子ワークフロー活用によりペーパーレスで承認完了
■証憑の電子化による管理・保管の工数削減
　▶管理・保管の工数が激減、監査対応の工数も減少
■BIレポート活用による経費分析・集中購買
　▶取引先を分析し、集中購買を検討・不正懸念対象を牽制

【図表6：請求書支払い・立替経費処理の業務デジタル化・証憑電子化】

出所：「Deloitte Finance & Performance ユニット Operational Finance チーム資料から抜粋」
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■法制度対応により、領収書の糊付け／ホチキス止めを無くし、ペーパーレスでの処理を実現
■カード／ ICカード等から、システムへデータ連携により、経費精算の入力工数を削減
■社内規定・監査ルールに応じた自動チェック機能により、上長承認、経理チェック工数の削減
■スマートフォン等のモバイルを活用し、リモートでの経費精算業務の実現
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氏名を自署する※領収書を受け取る経費を立て替える 領収書を携帯アプリで
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【図表7：従業員立替経費精算の電子化】

出所：「Deloitte Finance & Performance ユニット Operational Finance チーム資料から抜粋」
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①　署名・捺印の電子化にあたっての関連法令
主な関連法令として「e-文書法」「電子帳簿保存法」

「電子署名法」が存在する。「e-文書法」とは、各法律に
おいて保管が義務付けられている文書について、電磁的
記録での保存を認める法律であり、「見読性」「完全性」
「機密性」「検索性」の4要件が定められている。その中
でも国税関係書類については、保存方法がより詳細に定

められた「電子帳簿保存法」への対応に加え、法的要件
を満たした上で、国税へ申請する必要がある。また電子
契約を実施する際には「電子署名法」の法的要件につい
ても確認しなければならない。
②　電子帳簿保存法への対応 
国税対象書類を電子化して保存する際には、以下の

11要件を満たす必要がある。

このうち、「入力期間の制限」「適正事務処理要件」
「帳簿との相互関連性の確保」「システム関連書類の備
付」などについては特に個社別に定義・設計を検討すべ

き項目であり、法的要件として求められる社内規程の整
備と同様に、事前の制度設計が必要になる。

③　電子署名法／個別法への対応
電子署名法の主な法的要件は「本人性」「非改ざん性」
の2つである。「本人性」とは当該情報が本人によって
作成されたものであることが証明できること、「非改ざ
ん性とは」当該情報について改変が行われていないか確
認ができることを意味する（電子署名法第2条1項）。こ
れらの要件を充足するためには、電子証明書やタイムス
タンプ等の機能を備える必要があり、電子契約導入時に
は法的要件を満たしたオペレーション方法についてベン
ダーに確認の上、ツールを選定していくことが求められ
る。
また、個別法で書面による締結が義務付けられている
契約類型も存在するため、電子化文書の選定を考える際
には留意すべきである。

3. おわりに
本稿では「With / After COVID-19におけるファイナ

ンス組織の挑戦」として、Operational Financeにお
ける電子化施策について紹介した。これらの施策は導入
にあたり、必ずしも既存システムに対して大きな改修必
要としないため、導入する範囲・ソリューションによっ
ては、早ければ3～4ヶ月で効果を創出することが可能
である。
一方で、法的要件の解釈整理、最新デジタル技術の把

握と活用、自社システム・業務への影響範囲の特定と導
入方針策定など、各部門横断的な取り組みが必要とな
り、経理ファイナンス部門のみで新しい業務・制度構築
をしていくことは難しい。

CFOや経理マネジメントクラスにおいては、アンテ
ナを高く各種法要件や導入事例等の情報収集を怠ること

真
実
性
の
確
保

可
視
性
の
確
保

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

法要件の項目

入力期間の制限

解像度・カラー階調
タイムスタンプの付与
読取情報の保存
ヴァージョン管理
入力者等情報の確認

適性事務処理要件

帳簿との相互関連性の確保

見読可能装置の備付

システム関連書類の備付
検索機能の確保

法要件の概要
【早期入力方式】受領後、速やか（1週間以内）に行う
【業務処理サイクル方式】業務の処理に係る通常の期間（1ヶ月以内）を経過した後、速やか（1週間以内）に行う
ただし、受領者本人が入力を行う場合は、特に速やか（3日以内）に行う

解像度が200dpi相当以上、赤色、緑色及び青色の階調がそれぞれ256階調以上（24ビットカラー）

1つの画像データに対して、日本データ通信協会認定業者のタイムスタンプを付与する

読取時の解像度、階調、大きさ※に係る情報を保存する　※A4以下の書類で、受領者本人が読み取る場合は不要

画像データの訂正・削除の履歴を確認できるシステムを具備する

画像データの入力者またはその監督者の情報を確認できるようにする

①相互けん制（受領から入力までの各事務を別の者が実施）、②定期的な検査（処理内容の確認体制・手続）、
③再発防止（原因究明・改善策検討の体制）に関する規定を定め、実行する

国税関連書類と関係する国税関係帳簿の関連性を確認できるようにする

①カラーディスプレイやカラープリンタ等で、整然とした形式で速やかに出力できるようにする
②4ポイントの大きさの文字が認識できるようにする

システム概要図、仕様書、操作説明書および事務手続きマニュアル等を備え付ける

取引年月日、取引金額、その他主要項目を、範囲指定および組合せ（AND）で検索できるようにする 

【図表8：電子帳簿保存法の法的要件】

出所：「国税庁ホームページから抜粋」https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/03_2.pdf

1
申請の背景や目的、スコープのほ
か、各法的要件への対応方針を文
章で簡潔に記載

入力期間の制限に則った業務プ
ロセスや定期検査手順、再発防止
策等の法的要件充足を説明する
補足資料

適正事務処理要件を満たすため
に必要となる規定文書

電子帳簿保存法の申請にあたり
必要になる申請書

システムが法的要件を満たして
いることを説明する資料（ベンダ
ーから提供される資料）

2

3

4

5

国税向け説明資料概要

承認申請書 システムに関する補足資料

規程文書3種類
（適性事務処理規程、事務分掌細則、

スキャナによる電子化保存細則）

法的要件を満たしている
ことの補足資料

 （業務プロセス・再発防止体制、
定期検査手順など）

【図表9：国税申請時に準備しておくべき資料】

出所：「Deloitte Finance & Performance ユニット Operational Finance チーム資料から抜粋」
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なく、また各部門の有識者や専門家を介するなどして、
取り組みを足元の改善で終わらせずCOVID-19によるオ
ペレーション改革をデジタルトランスフォーメーション
への契機と捉え、ファイナンス組織の大きな変革への足
掛かりとしていくことが重要になる。またこれらの取り
組みを通じて多様な人材を惹きつける環境構築、業務を
高付加価値の業務へシフトしていくための取り組みに昇
華し、次世代のファイナンス組織の構築に繋げていくべ
きである。
次回は、�Finance Wheel� フレームワークのうち

Specialized Financeの観点から、トレジャリーマネジ
メントの改革施策実施アプローチについて考察をしてい
きたい。

 以　上

『With/After COVID-19におけるファイナンス組織の挑戦』連載内容やコンサルティングサービスに関するお問い合わせ先　
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