
freee 株式会社 代表取締役 
佐々木大輔 

スモールビジネスのテクノロジー化への挑戦 



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 

• バックオフィス業務のテクノロジーによる自動化を推進 
• クラウド会計ソフト・給与計算ソフト「freee」を提供 
• 2012年 7月創業 ⇛ 2013年3月クラウド会計ソフトfreeeをローンチ 
• 累計11.7億円のVCからのバックアップを受ける（DCM, IVP） 

freee株式会社 概要 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
資金調達の話を追加する



佐々木大輔- freee株式会社 代表取締役 

● 一橋大学商学部卒。データサイエンス専攻。学生時代から
スタートアップにてシステム開発やマーケティングリサー
チ手法の開発を行う。 

● 博報堂にてマーケティング・プランナー、PEファンド
(CLSA)にて投資アナリスト業務に従事。 

● 株式会社ALBERTにて執行役員。レコメンドエンジンの開
発を率いる傍らCFO(最高財務責任者)を務めた。 

● Googleにて日本での中小企業向けマーケティングチーム
の立ち上げを経て、日本およびアジア・パシフィック地域
での中小企業向けマーケティングを統括。 

● 2012年7月 freee 株式会社を設立。 

 



クラウド会計ソフト freee とは 



全自動のクラウド型会計ソフト
「 freee (フリー)」 

クラウド：中小企業・個人事業主のための 
 
簡単：  簿記の知識がなくても簡単に使える 
自動：  銀行やカードの web 明細と同期し、 

自動で会計帳簿を作成 

クラウド会計ソフト 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
freee は、簿記の知識がなくても簡単に使えるクラウド型の会計ソフトで、既存の会計ソフトに置き換えて利用できるものです。銀行やクレジットカードの web 口座を登録するだけで、銀行明細を自動で取り込み、会計帳簿を自動で作成できることが大きな特徴です。freee を利用すれば、決算書の作成や申告も含めた経理業務が圧倒的に素早く簡単になりますし、ネットとブラウザさえあれば、いつでもどこでも利用できます。無料で始めることができ、有料プランは月額980円からとなります。



従来の経理の業務は非常に面倒 

 まずは、書類の整理 
 全ての入出金を手入力 
 従来の会計ソフトの利用には
簿記の知識が求められる 

問題意識  

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
なぜ、freee が必要か、簡単に触れさせてください。経理の業務は、非常に大変です。ほそぼそとやっているスタートアップでも三ヶ月もすると、請求書・領収書はこの写真のようなボリュームになります。このようなものはいままでどのように処理されていたかというと、こんな感じで、書類の整理に始まり、手入力されていたのです。既存の会計ソフトを使うこと自体も、決して簡単ではなく、簿記の勉強をすることが求められますし、手入力する以上、間違いも起こります。私達が調べたところ、会計ソフトへの入力は１件2分以上かかるようで、スモールビジネスの経営者には大きな負担となっており、申告・決算前に徹夜を繰り返すかたも非常に多いのが実情です。これは非常にもったいないことです。=====しかしこのようなことに、経営者の方々が頭を悩ませるのは非常にもったいないことで、私たちは、この経理業務を大幅に自動化・効率化したいと考えています。



従来の会計ソフト 

 

問題意識  



web明細から経理を大幅に
効率化する freee (フリー) 

銀行・カードの 
web口座から 

入出金明細を取得 

明細を自動で 
会計帳簿に変換 

レポートや 
決算書に 

承認 
ユーザーは 

するだけ 特許取得済 

x 
  

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
一方で、この請求書や領収書の情報も銀行やカード決済を行なっていれば、既にデジタルデータとなっています。であれば、紙ではなく、デジタルのweb 明細から始めることで、経理を自動化しようというのが freee の発想です。



http://youtu.be/WLBu7q58WCA 

  

https://www.youtube.com/watch?v=KB3W9xW1dlI&feature=youtu.be


freee で経理が大幅にカンタンに、
経営に役立つようになります 

無料プラン 個人事業主プラン 法人プラン 

無料 980 円 /月 1,980 円 /月 

1ヶ月間データを保持 データ保存無制限 データ保存無制限 

3ユーザー 3ユーザー 3ユーザー 

個人事業主／法人 青色申告に 
対応した決算書 

会社法に 
対応した決算書 

経理の処理がの速さが 

50倍 にも（当社実測値） 

1ユーザー追加：300円／月 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
このように freee を利用すれば、個人事業主や中小企業の会計・経理業務が圧倒的に簡単になり、処理の速さは50倍にもなります料金は、3ヶ月データを保持する無料プランと、個人法人それぞれの有料プランがあり、低価格で経理の効率化が可能です。



ソーシャルメディアで 
拡がった会計ソフト 

仕訳作業がなぜか楽しい 

便利すぎて感動している 

一日触ってたけど、マジですごい 

これは青色申告ソフトの決定版だ！ 
溜めても1日で終わる！ 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
今年3月19日にリリースした freee は、すでに１ヶ月で2,200を超える事業所に登録いただきました。登録された仕訳の数は5万を超えており、およそ70日分の作業をすでに自動化したことになります。利用した方からも、「仕訳が楽しくなった、感動した」などポジティブな声も多くいただいています。



リリース後1年4ヶ月弱で 
100,000 以上の事業所で利用 
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
この背景としては、ユーザーのご要望に応えて、ニーズにかなったプロダクトづくりに徹したということがあります。例えば、・対応する銀行や連携するプロダクトの増加・本の出版 / サポートの強化・iPhone アプリのリリース、多数のユーザーに支持されるプロダクトとなることができました。もちろんこのような急成長の舞台裏は決して楽なものではありませんでした。ユーザー数の急増により、カスタマーサポートの問い合わせ数も急増。一時期は、皆様に満足のいくサポートが提供できない局面もありましたが、最終的には増員とオペレーション改善により高い満足度のサポートを提供することができこの結果にいたりました。２年目に向けてよりクオリティの高いサービスを提供する素地がととのったと考えています。



飲食店などの店舗や小売業にも 
支持されている 

店舗経営・ 

小売等 
38% 

IT・web・ 

クリエイティ

ブ等 
35% 

コンサルタン

ト、士業等 
11% 

その他 
16% 

freee 利用者の業種 

2014.07 freee ユーザーを対象としたアンケートより。 N = 1284 



オンラインからの申込を中心に
顧客基盤の拡大を続ける 

認定アドバイザー 
freeeを利用して
サービス提供する会
計事務所等のネット
ワーク化を促進 

オンラインから申込 
オンライン上での情報発信を通
じて、認知を拡大。webサイト
からのサインアップにより利用
できる。 

モバイルアプリ 
AppStore / 
Google Play から
のダウンロードに
より利用拡大 



多様なデータ連携により、あらゆる
スモールビジネスの経理を自動化 

POSレジ 
レジの売上げデータ
をfreeeに自動連携 

交通系ICカード 
ICカードの履歴を
freee に自動連携 

請求書 
請求書作成ツールか
ら請求データを連携 

Eコマース：販売 
ECの売上げデータ
をfreeeに自動連携 

今後さらに追加の予定 

申告ソフト 
freeeの決算書を申告 
ソフトにエクスポート 

スマホレシートアプリ 
レシートをスマホでと

れば会計帳簿に 



クラウド給与計算ソフト freee（フリー）の
ベータ版を2014年5月にリリース。人事分野
でもバックオフィスの自動化をめざす。 

✓簡単：専門知識がなくても、1クリックで 
 

✓オンライン明細：給与明細をクラウドで配布 
✓会計に同期：複雑な給与仕訳も、自動で同期 

給与関連事務を完了できる 



クラウド給与計算ソフト freee（フリー） 

https://www.youtube.com/watch?v=6w-Qn9eqD-k


従来の給与計算に関する 
プロセスは複雑で大変。。。 

従業員情報登録 

勤怠情報 
集計 給与計算 明細発行 提出書類 

作成 

会計帳簿 
記帳 

振込データ 
作成 

年末調整 

入社 

毎月 

毎年 

勤怠情報 
記録 



従業員からの直接入力と自動化で 
1クリックでできる給与事務を実現 

従業員情報登録 

勤怠情報 
集計 給与計算 明細発行 提出書類 

作成 

会計帳簿 
記帳 

振込データ 
作成 

年末調整 

入社 

毎月 

毎年 

勤怠情報 
記録 

従業員
が登録 

従業員
が登録 

1クリックで 
できる 



スモールビジネスのテクノロジー化を 
すすめること 



New York Times 
(2013/2/13) 
 
● 日本では年間170万
台のfaxが未だに売
れている 

● スミソニアン博物館
が歴史的資産として
faxを購入した 



中小企業のクラウドサービス利用に
大きな余地がある日本 

日本 米国 

Source: 平成24年度総務省情報通信白書 

17
% 

54
% 

中小企業におけるクラウドサービス利用率 

 メール・カレンダーなどの情報系アプリケーションを含む。日本ではクラウド
サービス利用が情報系アプリケーションに偏っていることが知られている。 



クラウドサービスの利活用がすすめば、
スモールビジネスの活性化が進む 

• クラウドサービス利用企業の労働生産性は高い傾向 
 
 
 
 
 
 
 

 
• スモールビジネスのクラウドシストによる経済効果 

   ⇛5.9兆円2) 

利用 非利用 
474万円 435万円 

中小企業におけるクラウドサービス利用と 
労働生産性1) 

1)平成25年通信利用動向調査 

（資本金5,000万円以下の企業） 

2)野村総合研究所「個人事業主2.0」より 



freee は、 
スモールビジネスのテクノロジー化・生産性アップを通じ、 
創造的な活動にフォーカスできる環境を目指します 
 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
資金調達の話を追加する
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