
多言語対応会計ソフト 
「MKS」が完全クラウド化 

新たなステージへ 
多言語会計ソフト「MKS」は、「ベトナムにおける15年以上の開発ノ
ウハウ」と「在ベトナム日系企業様120社以上への導入実績」から得ら
れた、お客様がソフトウェアに求める様々なご要望を集結させ、数多く
の機能の向上とクラウド化を実現いたしました。 

これまでご評価をいただいておりました機能はしっかり継承しながら
「インターネットとの親和性」「日本本社からの見える化の強化」 
「現地スタッフ入力データの信頼性のアップ」という3つのコンセプト
を軸に大胆にシステム・機能を刷新いたしました。 

 

MKSは、新たなステージへ更なる進化を遂げました。 
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海外での会計業務には、何かと問題が発生して 
日本人担当者の悩みは尽きることがありません・・・ 

  ローカルスタッフとの 
      コミュニケーション 

慣れない言語を使用した 
    現地の会計ソフト 

 信頼できる会計データが 
    得られているだろうか・・・ 



日本人 

会計担当者 

 

 

日本人経理担当者がベトナム人会計担当者に様々な確認事項を英語で確認し
ようと試みるが、完璧には内容が伝わっておらず、ところどころ意図した回答が
返ってこない。そこで、社内ベトナム人日本語通訳を介し、再度ベトナム人会計
担当者に確認事項を問い合わせる。 

ベトナムでよく聞く日本人経理担当者の悩み (1) 

ベトナム人 

日本語通訳 

ベトナム人 

会計担当者 

？ 

「もどかしい・・」 

自分が直接、会計ソフトのデータを覗ければなぁ・・・・ 

？ 

しかし、どうしても会計の専門的な内容になるため、通訳者には理解が難しく、 
通訳者が理解できなければ、当然、目的の回答を得ることができません。 



ベトナムでよく聞く日本人経理担当者の悩み (2) 

 
 

ベトナム人スタッフとのコミュニケーションのもどかしさから、直接会計ソフトを操作
して目的の結果を得ようと試みるが、会計ソフトの画面や財務諸表類がベトナム語
なので解読が難しく、必要な情報を得ることができない。 

「ベトナム語の解読・・・」 

内容を確認したいがベトナム語だから難しい。 

諦める人も多そうだ・・・ 



ベトナムでよく聞く日本人経理担当者の悩み (３) 

 
 
「プロフィットセンター毎や商品別にどれぐらい利益が出ているのか教えてほしい」と 
ベトナム人スタッフにお願いをするが「それは難しい」「相当時間がかかる」 
という返事が返ってくる。（「それはできない」とは決して言わないところがミソ） 
また、仮に報告が上がってきても「どういう根拠」で計算がされているのかが不明なので 
上がってきた報告書に対して全幅の信頼を置くことは難しい。 

「できないことは無いけれど・・・」 

せめて取引毎にどれぐらいの 
差損益が発生しているのかを 
確認ができないだろうか・・・・ 

為替差損がいつもと比べて非常に大きくなっているのを発見。 
原因をベトナム人スタッフに追求するよう指示を出すが上記と同じ回答で、  
「それは難しい」「相当時間がかかる」としか返事が得られない・・・ 



あぁ・・忘れてました 

ベトナムでよく聞く日本人経理担当者の悩み (４) 

 
 

ある日突然、サプライヤーの方から「そろそろお支払をしていただけませんか？」 

という催促が入りびっくりする。しかし、担当者に状況を確認をすると「ああ、忘れて
いました」という一言だけで済まされてしまう。 

「あぁ、忘れてました」 

↓催促メール 
期限過ぎてるよ 
どうしたの？ 

ベトナム人 

スタッフ 

リアルタイムにどの会社に対してどれくらいの売掛・買掛
があり、どのタイミングで支払・入金があるのかを時系列
で確認できれば肝を冷やすことが無いのに・・・・ 



ベトナムでよく聞く日本人経理担当者の悩み (５) 

 
 

明らかにおかしな仕訳を発見（例、入力金額を一桁間違っている）。 
責任者を呼んで「今後気をつけてください」と注意をしたいのだが、 
責任者も誰が入力をしたデータなのかが分からないので注意のしようがない。 

「入力したのは誰？？」 

「誰が・いつ・どの画面を開いて・どの数字を 

操作したのか」の記録が残っていれば、 

入力者に「何故そうしたか」確認できるのに・・・ 

自分が担当している範囲のデータ入力しかでき
ないシステムがあればこのようなことは・・・ 

「この仕訳は銀行関係だからたぶん彼女だろう」と思い、その件を入力したであろう
彼女に指摘・注意しても「私はそのデータを入力した覚えがありません」 
と言われてしまうと、それ以上何もすることができない。 



財務諸表の信頼性が揺らぐ 

ベトナムでよく聞く日本人経理担当者の悩み (６) 

 
 

毎月財務諸表はベトナム人スタッフからきちんと提出されてくるので安心をしていた。 
しかし、何かの機会があり数ヶ月前の財務諸表をもう一度印刷するよう要求。 
すると締めたはずの数か月前の財務諸表の数値が変わっていることに気づく！ 

「あれ？何でデータ変わったの？」 

誰がいつ、どこの数字を 
どういう意図で修正したの？ 

えーと・・・ 

一度締めたデータを変えられない様にロックをかけることがで
きたら・・そして、そのロックをかける画面を開くのは担当者だ
けができるような仕組みであれば、知らない間に過去の数字
が書き換えられるような事態も防げるのに・・・ 



データの
信頼性 

クラウド 

見える化 

MKSが解決致します！ 
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データの
信頼性 

クラウド 

見える化 

①「見える化」の実現 
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ワンクリックで日本語、 
英語、ベトナム語へ変更可能です！ 

お悩み に対するソリューション (1) 

マスター登録や 仕分け入力作業・固定資産の登録などの日常入力業務は、ベトナム人ス
タッフの方がベトナム語モードで行います。MKSには「多言語機能」がありますので、日本人

担当者はいつでも必要な時にベトナム人スタッフが入力したデータを日本語モードで確認す
ることができます。 ⇒ 見える化の実現 



ベトナム人スタッフが入力したデータを 
日本語モードで簡単に確認できます！ 

クリック一つで表示言語の切り替えができますので、日本人担当者とベトナム人スタッフとが
それぞれの母国語でコラボレーション作業ができます。お互いの母国語をベースにすること
により、両者間のミスコミュニケーションの削減が図れ、高い精度での会計情報の共有が可
能となります。 

ベトナム語モードの仕訳入力画面 
日本語モードの仕訳入力画面 

お悩み に対するソリューション (1) 



データの
信頼性 

クラウド 

見える化 

②完全クラウド化 
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SQL 

Customer Side 

ユーザーは、インターネット経由でデータセン
ターにアクセスします。そして、データセンター
に準備されているソフトウェアとデータベース
を使用することができます。 

データセンターにあるソフト
を使用するため、ユーザ側
にソフトをインストール必要
はありません。 

Data Center  

ソフトを購入するのではなく、データセ
ンターとソフトウエアのサービス使用
料と言うかたちで、毎月ご利用料金を
お支払い頂きます。 

ユーザーサイドとデータセンター間で、
複数のセキュリティー技術を応用して
いますので、安心してご利用頂けます。 

Internet 

お悩み に対するソリューション (2) 



Customer in HCM 

TOKYO (JP) 

OSAKA (JP) 

Customer in HANOI 

SQL 

Data Centre 
日本本社からは、 
日本語で会計データを 

リアルタイムに確認する
ことができます。 

ベトナム人経理担当スタッフは、
インターネットを経由して、 

ベトナム語モードでソフトを使
用することができます。 

Internet 

お悩み に対するソリューション (2) 



MKSでは、売掛/買掛金の管理や部門別損益計算書など、さまざまな機能を持っています。 

さらに、インターネットを通じてソフトをご使用いただくことにより、これらの情報をリアルタイム
でご確認頂くことができます。 

勘定元帳 

お悩み に対するソリューション (2) 

財務レポート、元帳などの基本機能に加えて 
部門別PLや予算管理などのオプション機能も充実！ 



MKSでは、売掛/買掛金の管理や部門別損益計算書など、さまざまな機能を持っています。 

さらに、インターネットを通じてソフトをご使用いただくことにより、これらの情報をリアルタイム
でご確認頂くことができます。 

経費一覧 

お悩み に対するソリューション (2) 

財務レポート、元帳などの基本機能に加えて 
部門別PLや予算管理などのオプション機能も充実！ 



MKSでは、売掛/買掛金の管理や部門別損益計算書など、さまざまな機能を持っています。 

さらに、インターネットを通じてソフトをご使用いただくことにより、これらの情報をリアルタイム
でご確認頂くことができます。 

キャッシュブック 

お悩み に対するソリューション (2) 

財務レポート、元帳などの基本機能に加えて 
部門別PLや予算管理などのオプション機能も充実！ 



MKSでは、売掛/買掛金の管理や部門別損益計算書など、さまざまな機能を持っています。 

さらに、インターネットを通じてソフトをご使用いただくことにより、これらの情報をリアルタイム
でご確認頂くことができます。 

売掛/買掛金管理 

お悩み に対するソリューション (2) 

財務レポート、元帳などの基本機能に加えて 
部門別PLや予算管理などのオプション機能も充実！ 



MKSでは、売掛/買掛金の管理や部門別損益計算書など、さまざまな機能を持っています。 

さらに、インターネットを通じてソフトをご使用いただくことにより、これらの情報をリアルタイム
でご確認頂くことができます。 

部門別PL機能 

お悩み に対するソリューション (2) 

財務レポート、元帳などの基本機能に加えて 
部門別PLや予算管理などのオプション機能も充実！ 



MKSでは、売掛/買掛金の管理や部門別損益計算書など、さまざまな機能を持っています。 

さらに、インターネットを通じてソフトをご使用いただくことにより、これらの情報をリアルタイム
でご確認頂くことができます。 

予算管理機能 

お悩み に対するソリューション (2) 

財務レポート、元帳などの基本機能に加えて 
部門別PLや予算管理などのオプション機能も充実！ 



MKSでは、売掛/買掛金の管理や部門別損益計算書など、さまざまな機能を持っています。 

さらに、インターネットを通じてソフトをご使用いただくことにより、これらの情報をリアルタイム
でご確認頂くことができます。 

固定資産管理機能 

財務レポート、元帳などの基本機能に加えて 
部門別PLや予算管理などのオプション機能も充実！ 

お悩み に対するソリューション (2) 



クラウド 

見える化 
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データの
信頼性 

③データの信頼性 



データの信頼性を高める権限設定、操作ログ、
パスワード管理、データのロック機能！ 

日本における内部統制の法律「J-SOX」に準拠したパスワード管理を行うことが可能です。 
日本本社からの厳しいIT監査の基準を満たすことができる、日系ソフト会社ならではの機能です。 

J-SOX設定 
(ユーザ管理ポリシー) 

お悩み に対するソリューション (3) 



各ローカル会計スタッフの方々ごとに「それぞれのプログラムに対するアクセス権限（参照・
入力・修正・削除など）」を設定することができますので、それぞれの担当外のデータを入力
することができなくなります。結果として入力データの精度が高まり元帳・財務諸表の精度
アップ（信頼性の高い財務諸表）を実現させることができます。 

権限設定 

データの信頼性を高める権限設定、操作ログ、
パスワード管理、データのロック機能！ 

お悩み に対するソリューション (3) 



「誰が」「いつ」「どの画面を開いて」「どの数字を操作したのか」の履歴を記録して参照ができ
る機能がありますので、明らかにおかしな入力間違いを見つけた際に、入力したスタッフを特
定することができます。また、締めたはずの月次レポートの数字が変わってしまった際にも、
変わる前の数字と変えたスタッフを特定することができます。 ⇒ これも見える化の実現   

ローカルスタッフの間で「数字を修正すると記録が残る」「ミスインプットを後から指摘される可
能性がある」という緊張感が共有されることにより、結果として、入力データの精度を高め、 
元帳・財務諸表の精度アップを実現させることにつながります。 

操作ログ 
(追加/更新/削除/実行) 

データの信頼性を高める権限設定、操作ログ、
パスワード管理、データのロック機能！ 

お悩み に対するソリューション (3) 



月次処理を終え、日本本社へデータを送信した後には、データのロックを行うことができます。 
そうすることによって、日本へ送信したデータが、相談なしに変更される事を防ぐことができます。 
（この機能は管理者権限を持ったユーザのみがアクセスできるよう設定が可能です） 

月のデータロック 

データの信頼性を高める権限設定、操作ログ、
パスワード管理、データのロック機能！ 

お悩み に対するソリューション (3) 



ロックされたデータは 
修正することができません 

データの信頼性を高める権限設定、操作ログ、
パスワード管理、データのロック機能！ 

お悩み に対するソリューション (3) 

月次処理を終え、日本本社へデータを送信した後には、データのロックを行うことができます。 
そうすることによって、日本へ送信したデータが、相談なしに変更される事を防ぐことができます。 
（この機能は管理者権限を持ったユーザのみがアクセスできるよう設定が可能です） 



MKS「３つのソリューション」 

見える化 

クラウド 

データの 
信頼性 

ローカルスタッフがベトナム語で 
入力したデータでも日本語で確認できるので、 
互いに母国語を使用したコラボレーションが可能！ 

徹底したユーザ管理（ID/パスワード/権限設定）、 
操作ログ(追加/修正/削除)、データのロック機能で、 
より精度の高い会計データの作成を強力サポート！ 

ベトナムー日本間でのリアルタイムでの情報共有を実現！ 
仕訳レベルでの詳細なデータから、各種レポートなど 
の経営判断に役立つ情報まで、いつでもアクセス可能！ 



MKS導入のメリット 

「見える化」の実現により、おかしなデータを発見しやすくなり、 
その結果、未然に「大きな問題の発生」を防ぐことができます！ ✔ 
元帳・財務諸表などの会計データ全般における 
精度と信頼性のアップは、より正確な経営判断を助けます！ 

「為替差損益」や「事業体ごとの採算性」「売掛/買掛金」などを 
日本人担当者が正確に把握することにより、ベトナム人スタッフに対し 
適切かつ効果的な指示をピンポイントで出すことを可能にします！ 
 

ローカルスタッフとのコミュニケーションに割いていた時間を 
大きく短縮し、日本人担当者はより高度な業務に集中できます！ 

完全クラウド化によって、場所を問わず、 
リアルタイムでの会計データ共有を実現しました！ 
グローバル時代の会計情報管理をMKSが強力サポートします！ 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 



多言語対応会計ソフト 
「MKS」が完全クラウド化 

新たなステージへ 

Mankichi kanjyo system 

お問い合わせはこちら 
info@mankichi.net 

弊社は約12年に渡って在ベトナム日系企業様120社以上のお悩みに
向き合い、その1つ1つにソリューションを提供して参りました。 

その度にアップグレードを繰り返し、                
現在のMKSは海外進出日系企業様のニーズに非常にマッチした     
会計ソフトであると弊社は考えております。 


