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11月1日～申込み開始
PCAが毎年開催しているビジネスイベント「PCAフェス」。
今年は"総務・人事・経理"の今知りたいが集まるオンライン展示会「PCAフェス2020」として開催いたします。
おかげさまで弊社は本年8月1日に創業40周年を迎えました。これもひとえに、多くのお客様、パートナー
企業の皆様のご支援、ご愛顧の賜物と心から感謝いたしております。
当初は全国の各会場での開催を予定しておりましたが、新型コロナウィルス（COVID-19）の感染拡大防止
の観点から、オンラインによる開催とさせていただきました。
各分野に精通したスピーカーをゲストにお迎えし、バックオフィス業務のデジタル化、2021年に向けた業務
課題の解決策など、多彩なセッションをご用意してお待ちしております。
「withコロナ」におけるPCAの今後のチャレンジや、お客様の課題に寄り添うテクノロジー＆サービスの展示
もオンラインでご紹介をさせていただきます。
皆様のご参加を心よりお待ちしております。
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イベント前の

お申し込み後、イベントページにログインすると視聴できます！
お申し込みはこちらから

お問合せ先 〒102-8171　東京都千代田区富士見1-2-21 PCAビル
TEL:03-5211-2700
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事前コンテンツ"は11月10日から先行公開！

お楽しみコンテンツ

https://pcafes2020.com/?cpcode=fes040
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※セッションのスケジュールおよび内容は予告なく変更する可能性がございます。予めご了承ください。
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建設業の業務でお悩みの方必見　【新発売】レッツ原価管理Go2クラウドがお悩みを解決致します。

FirstPOS for Chromebook

経理のテレワークｘ領収書の電子保管（電帳法）セミナー
～クラウド活用による経費精算＆請求業務のペーパレス術とは～

セキュリティ強化は当たり前！さらに利便性を向上して、安心なリモートワーク環境をお届けします

初めての電子契約講座

非接触・非対面POSレジの売上データが会計連携で管理業務の効率アップ

～電子帳簿保存法 令和二年改正～　キャッシュレス・ペーパーレスが実現する経費精算改革

パワハラ防止対策の完全義務化まで約1年！中小企業がとるべき対策のポイントを解説

コロナ禍対策の企業様必見！　ECサイトを利用した、非対面営業の強化とその成功事例を紹介

kintoneで実現する業務デジタル化

ハンコを押すための出社をなくす！2週間で運用開始できるコラボフロー活用法！

たとえ全社員がテレワークになっても大丈夫！
入社手続きも給与明細も年末調整もマルっとペーパレスセミナー入門編

どこからでも請求書発行！経理のテレワーク術　～紙の手作業ゼロ、配信コスト1/20に～

建設会社のテレワーク実現する「どっと原価NEOクラウド」のご紹介

「給与明細ダケジャナイ！」エクセルを活用した電子配信とは

PCAユーザ様にぜひ活用していただきたいCELF3.0
～業務効率化のカギはExcel作業の「業務アプリ」化 ～

テレワーク＆ペーパーレス経理を実現する電子帳簿保存法のポイント

建設業向け勤怠管理オンラインセミナー

IT化で生産性を上げる方法は？

14:1513:15～

Bステージ
PCA Session

Sponsor Session

テレワーク社会の今こそ注目！PCAクラウド活用術　～知ってしまうと以前の業務フローには戻れない！～

えっ!会計システムで個別原価管理ができる!?　面倒なエクセル管理からサヨナラ！新製品『PCA個別原価会計DX』登場！

もうExcel管理はやめませんか？経理担当者様必見！
売掛・買掛予定管理から会計まで一元管理できる『PCA会計hyper』シリーズをご紹介

新機能はなんと70以上！待望のバージョンアップ！　建設業向けクラウド対応ソフト『PCA建設業会計DX』のご紹介

時は来た！PCAサブスク徹底解説

クリックだけでPCを自動操作！PCA Pattern Roboのご紹介

生産性向上・テレワーク実施可能につながる「デジタル業務のポイント」

「新常態」に向けた「働き方第一形態」～Beyond コロナ

簡単にできる財務分析。決算書から見える会社の現在地

テレワークに対応した就業管理ソリューションのご紹介

ニューノーマルでDXはどう変わるか

A-2　keynote クラウド

個別原価

会 計

建 設

サブスク

RPA

デジタル化

働き方改革

会 計

勤 怠

落合 陽一 氏
メディアアーティスト

ウィズコロナ・ポストコロナ時代と言われる中、人々の価値観・生
活様式が急激に変わりつつある。
また、コロナ禍で様々な業態に変化が訪れる中・DXの市場は成
長を続けている。落合陽一はコンピュータ研究者や起業家や
アーティストの側面から社会を観察し続ける中で、現代社会の変化に着目している。
コロナ禍において社会がどう変化してきて、どういう展望が想定されうるのか。半年
の変化を振り返り、 多くの異なる分野の識者との議論の中で生まれてきた気づきや
きっかけを共有し、今後の社会の働き方や動向に関して俯瞰した視点を提供する。

コロナ禍で、今までのやり方を変え、業績が上がっている企業が
あります。従来のやりかたを変えることでお客様の満足度を下
げてしまうリスクもあるなか、新しい仕事様式にチャレンジして
いる企業では、どんな挑戦をしているのでしょうか？実際の事例をご紹介します。　
またそもそも、なぜ働き方を変えるべきなのか、社員・管理職・経営者が一丸となって
真に腹落ちして行動を転換していくにはどうしたら良いのでしょうか？1000社の企
業をコンサルし、年間200回の講演をする中で有効だった手法をご紹介します。

Day1

Day1

15:2014:20～

2020年重要法改正の総チェックと
2021年人事労務改正動向

A-3

A-8

北村 庄吾 氏

2020年コロナ化の中で年金改正、身元保証契約、時
効改正など実務に重要な改正が行われています。
人事労務の担当者として、改正を的確にとらえて、実
務に活かすことが重要です。
2020年重要法改正の整理と、2021年の人事労務の
改正動向をつかんでいただくセミナーです。

14:0513:05～

～リモートでも職場でも生産性高く働く！～  
モチベーションも業績もあがる働き方改革

A-7　keynote

小室 淑恵 氏
株式会社ワーク・ライフバランス 代表取締役社長

ブレイン社労士法人
社会保険労務士

17:3517:05～

中小企業のための
クラウドファンディング戦略

A-6

板越 ジョージ 氏

近年、中小企業の資金調達手段として注目されてい
るクラウドファンディング。
2020年コロナウイルスの影響を受けた多くの中小
企業において、資金不足に悩んでいる企業、新事業に
取り組む企業へ必ず貢献します。
あらゆる企業で「手軽に・すぐに」挑戦でき、テスト
マーケティングやPR、ブランド構築など活用メリット
があり、中小企業にとっては大きな魅力といえるで
しょう。
アメリカからいち早く国内に伝道し、多くの成功者を
支援してきたニューヨーク在住コンサルタントがわ
かりやすくご説明します。

博士（学術）
クラファン株式会社
代表取締役
佐賀大学 客員教授

16:3015:30～

上場できる企業と
上場できない企業の違い

A-4

重見 亘彦 氏

現在我が国ではIPOの準備段階に入っている会社は600社前
後と推計され、申請直前は130～150社程度あるといわれて
います。しかし、2015年以降IPOの件数は毎年80～100件程
度で推移し、2019年は86件という結果でした。新型コロナ
ウィルス以前の株式市況が好調な状況でもIPO件数は伸び悩
んでおり、申請直前の売上や利益の水準ではIPOできるレベ
ルにある企業のうち、約3分の1は証券取引所の審査等をクリ
ア出来ずに上場承認まで至っておりません。その主な原因とし
て、「ガバナンス」「コンプライアンス」「予算実績の管理」など管
理体制の問題が大部分を占めますが、上場できた企業とでき
なかった企業では何が違うのか、最近のトレンドを交えながら
解説をいたします。

株式会社
サンライトコンサルティング
代表取締役CEO
公認会計士・税理士
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Day1

Day215:1014:10～

With/After コロナで新たに起きてくる
労務問題と実務対応

北條 孝枝 氏

With/After コロナで新たな生活様式の必要性が叫ばれ、働き方についてもますま
す多様化してきました。　
コロナ禍で新たに噴出してきた労務問題について、安全配慮等、早急に対応しなけ
ればならない課題について事例に則り、実務対応ポイントを解説いたします。

株式会社ブレインコンサルティングオフィス
社会保険労務士/メンタルヘルス法務主任者

A-10 Day2

Day2

16:5516:25～

17:2017:00～

日本の中堅中小企業にみるDX（デジタル化）を
阻む壁とその現実的な突破方法
～変化の許容こそ生き残る道～

PCA営業拠点キーワードリレー 抽選で豪華プレゼントが当たります！

Day117:0016:30～ PCAユーザー様による事例発表

常盤木 龍治 氏

伊勢の老舗『ゑびや』は人口12万人の伊勢市に拠点をおきながらAIやIoTのデジタル
化（DX）により世界から注目されるほどに大きな飛躍をみせました。本セッションで
はその『ゑびや』発のデジタル化部隊『EBILAB（エビラボ）』の取締役ファウンダーで
ありながら、パラレルキャリアで日本中の企業のDX化をリードする常盤木氏をお招
きし、日本の中堅中小企業でデジタル化がなかなか促進しない背景と突破方法につ
いて踏み込んでお話いただきます。

パラレルキャリアエバンジェリスト
軍師

株式会社リベロ・コンサルティグ代表 業務設計士/税理士　【モデレーター】
【パネリスト】

氏
氏
氏
氏

税理士　
株式会社ベストプロジェクト CFO
流創株式会社 代表取締役　

経理のプロをパネラーにお迎えし、デジタル時代に求められる経理の
役割、ITやAIを活用した経理業務のあり方について、パネルディス
カッション形式で議論します。

Day216:2015:20～ デジタル時代の到来で経理業務はどう変わる？

小 島  孝 子
曽我部 元之
前田 康二郎

武 内  俊 介
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A-5　User Session

A-9　Panel Discussion

A-11　Keyword Relay




