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マネーフォワード グループが大切にしていること

ココロ動かすクラウド
ユーザーに寄り添いながら、

テクノロジードリブンで

効率や便利だけじゃない。

その先にあるユーザーの未来を描くことが、

私たちMoney Forward クラウドの使命。

目指すのは、人が動かす「あたたかいクラウド」。

お客様にとことん寄り添い、

対話から課題を見出し、解決の手段を探求します。

使うたびにワクワクできるサービスで、

仕事の質と時間を変え、

お客様の人生を大きく前へと動かしていきます。

ユーザーの

0. 5歩先の

未来を描く
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マネーフォワード グループが大切にしていること

バックオフィスは

ビジネスにとって

経理・人事・総務とは

会社にとって

“基盤であり支援対象”

“本質・基礎”

マネーフォワード グループでは、バックオフィス業務に対して以下のように考えております。
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クラウドは、サーバを設置する必要がなく、比較的容易に利用を開始することができます。つまり、短期間＆低コストで運用

開始できるのが、クラウドサービス(特にSaaS)の最大のメリットです。近年ではオンプレ環境からクラウド環境への移行が

主流となっており、複数拠点での利用も容易なので、事業拡大にも適したサービスといえます。

クラウドサービス（SaaS）の特徴

メリット

デメリット

短期間で稼働可能
常に最新の機能を

手間なく利用可能
(サーバーやアプリケーション管理が不要)

最適なコストで利用可能
●初期コストが原則不要

●規模変動に応じて拡張可能なため、

無駄なサーバーリソース確保不要

複数拠点で

容易に利用可能

基本的に

カスタマイズができない 製品のアップデート

実施有無を選択できない
業務をサービスに合わせると業務効率化につながります。

業務改善コンサルティングの活用も◎

▼
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前頁のメリットを最大化、デメリットを最小化するための取り組みとして、マネーフォワードではクラウドサービスを疎結合

型で提供しております。

疎結合型クラウドサービスにより、必要

なタイミングで必要な製品を導入可能。

また、自由な組合せで導入可能なため、

カスタマイズ出来ないデメリットも最小

限に抑えられます。

クラウド会計

(一般会計)

疎結合型でクラウドサービス提供

他社製品他社製品

疎 結 合 型（マネーフォワード クラウド）

API連携等の拡充

密 結 合 型

現実的に、１パッケージに

業務統合できるケースは少ない

価格や機能など、自社にとって不利

なアップデートがあっても受け入れ

ざるを得なくなるリスクが高い。(疎

結合の場合は、その時点の最適製品

構成を組める)

密結合

ERP
会計請求書

給与

（例）会計だけ利用

自社に適合しない

製品アップデート

クラウドサービス（疎結合型・密結合型）の比較

クラウド給与

(給与計算)

クラウド経費
(経費精算)

1年後例

疎結合型SaaSでも手間なく運用い

ただけるように、マネーフォワード

クラウドシリーズ以外とのAPI連携

も順次拡張。

経費

密結合型ERPを導入した場合でも、一定規模

以上の企業では1パッケージに統合できる ケ

ースは少ない。

業務統合をした場合、製品に依存するリスクが高い

自社に不利な

価格改定



導入事例紹介
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マネーフォワード クラウドは多くの企業様にご利用いただいています。

豊富なユーザー事例



マネーフォワード クラウド製品紹介
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マネーフォワード クラウド会計

マネーフォワード クラウド経費

マネーフォワード クラウド債務支払

マネーフォワード クラウド請求書

マネーフォワード クラウド勤怠

マネーフォワード クラウド給与

マネーフォワード クラウド社会保険

マネーフォワード クラウド製品紹介

マネーフォワード クラウドシリーズなど、以下についてご紹介します。

1

2

3

4

5

6

7

マネーフォワード クラウドマイナンバー8

マネーフォワードクラウド年末調整9

10 マネーフォワードクラウド契約
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マネーフォワード クラウド会計では、毎月の膨大な入力作業を自動化することで、業務効率を改善することが出来ます。

金融機関/クレジットカード/通販会社等の公式サイト

マネーフォワード クラウド会計

自動取得した明細に勘定科目/部門/取引

先/タグなどを付加し自動で仕訳生成。

自動仕訳ルールは登録するほど学習され、

自動仕訳精度が向上。

概 要

登録いただいた認証情報を利用し、金融

機関/クレジットカード/通販会社等の公

式サイトから取引明細情報を定期的に自

動取得。
❶勘定科目等が正しい場合

登録ボタンを押すだけ

❷勘定科目等が正しくない場合

勘定科目等を修正して登録

学習

自動取得 自動仕訳 自動学習



１ マネーフォワード クラウド会計

他のクラウド会計ソフトの中でもNo.1の対応率※ を維持しています。※2018年10月末現在。当社調べ。

12

インターネットを通じて取引データを自動的に取得することができます。

連携先

銀行

クレジッ

トカード

電子

マネー

通販

POS

金融関連サービス対応率

No.1

個人用口座 100％

法人用口座※ 100％

電子証明書にも対応

※1 都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、信用金庫における法人口座対応率

約3,527サービスと連携

（2019年6月28日時点）

他サービス連携数もNo.1

タブレットレジ／決済端末／

通販サイト／ECサイト等と連

携
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スマホでできる経費精算サービス

マネーフォワード クラウド経費 概 要

面倒だった経費精算にかかる時間を1/10※に

経費データから

仕訳データを連動

※当社調べ

経 費

会 計 給 与

レシート内容の自動読み取りや各種サービス連携など、手入力の手間を徹底して省いた、スマートフォンでできる経費精算

サービス。申請者側の業務が効率化されるだけでなく、手入力によるミスが減ることにより経費精算の締め早期化も実現可

能。

領収書は
オンラインでチェック！

不備入力防止で

再提出の手間を軽減
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経費申請も承認もスマホで補完。脱・エクセルの経費申請。

マネーフォワード クラウド経費 申請者様機能

領収書を撮るだけ 明細は自動で取得 ワンタッチで取込み

SuicaやPASMOなどの交通

費ICカードのデータは、ア

プリをインストールしたス

マホにワンタッチで取り込

むことができます。

経路検索から交通費入力 申請・承認がスマホ完結 家計簿サービスと連携

ICカードリーダー

by マネーフォワード

領収証やレシートをスマホ

で撮るだけ。OCRまたはオ

ペレーター入力で手入力無

しで、領収証をデータ化し

ます。

クレジットカードや電子マ

ネーなどの明細から経費を

登録できます。科目を自動

で分類し、使えば使うほど

賢くなります。

電車代やバス代は経路を入

力するだけで金額を自動計

算できます。

経費の申請と承認がスマホ

でできるので、いつでもど

こでも経費処理が行えます。
家計簿サービスのマネーフォワードと自動連動

できます。

●●駅

▲▲駅
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経費申請内容の確認、承認から、会計ソフト入力までワンストップで。

マネーフォワード クラウド経費 経理担当者様機能

領収書オンラインチェック 不備入力防止 総合振込対応

会計システム連携 経費の可視化 汎用ワークフロー

情報がクラウド上に集約され、押印・確認の作業が劇的に改善。会計サービスへのデータ連携で情報転記が不要になり、

工数と手間が削減。

申告された経費データと添

付された領収証をオンライ

ン上でチェック可能です。

会議費接待費の出席者や、

領収証の添付、重複がない

かなどをチェックします。

総合振込データのダウンロ

ードや、直接銀行へ振込デ

ータを一括送信できます。

マネーフォワードクラウド会計へAPI連携が可能。

仕訳計上だけではなく、会計仕訳から申請内 容

へのドリルスルーチェック機能も搭載。

従業員や部門、費目ごとに

毎月の経費利用額を可視化

できます。

フォームを自由に作ることが

でき、「出張申請」「有給申

請」など汎用的なワークフロ

ーシステムとしても利用可能

です。
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マネーフォワード クラウド債務支払 概 要

承認ワークフロー

会計ソフト

支払の分析

請求書を効率的に管理できるソリューション

担当者 上長 経理

API/CSV 取引先への振込
PDF

クラウド債務支払で、申請から承認、仕訳、振込まで一元管理が可能

紙の請求書を電子化し、ペーパーレス運用で、テレワークの実施も実現

取引先A

の請求書

取引先B

の請求書
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事前・各種申請 ワークフロー 電子帳簿保存法対応

銀行振込APIに対応 分析機能 APIで連携

マネーフォワード クラウド債務支払 主要機能

システム上で事前申請や各

種申請が可能です。紙の取

り回しがなくなり、テレワ

ークでの対応も可能。
ワークフロー機能で、様々な承認フローに合わ

せた設定ができます。

電子帳簿保存法に対応。

2020 年改正にも対応済 み。

ペーパレスな請求書管 理が

実現

銀行振込処理が、API連携

により、自動化。対応銀行

であれば、FBデータのアッ

プロードも不要で連携がで

きます。

標準機能として、分析機能

を搭載。様々な切り口で、

経費データの分析が可能で

す。

APIを利用して会計システ

ムとの接続ができます。従

業員、部署、プロジェクト

などの各マスタとの同期や

仕訳データの連携が可能で

す。
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帳票の作成から送付までをもっと簡単＆スマートに

マネーフォワード クラウド請求書 概 要

78％のコスト削減に成功！
毎月の
定常作業が手間

請求書作成に

時間がかかる

請求書の送付

コストがかかる 毎月の請求書は

定期発行で自動作成

自動入力で請求書の

作成が簡単に

メール送付で請求書の

送付コストを削減

「見積書 / 納品書 / 請求書 / 領収書」の作成・送付がクラウド上で可能に。

フォーマットを埋めるだけで作成でき、ワンクリックで送付が完了。表計算ソフ

トの半分以下の時間でカンタン作成！

※当社調べクラウド請求書への切り替え
で

ワンクリック

で請求書

を送付！
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帳票の作成「だけ」ではない。作成から、連携、可視化まで。

4つの帳票作成 会計ソフト連携細かい権限設定

売上レポート 毎月自動作成

マネーフォワード クラウド請求書 特 徴

メンバーを追加し

て、各自の柔軟な

権限設定が可能。

編集可能

請求に関わる複数の帳票が作成でき、一元管理、一括操作で煩雑な請求業務のシンプル化が実現

見 積 ・ 請 求 ・ 納

品・領収書、4つの

帳票がオンライン

で作成可能。

請求書を作成すると、

自動で売上レポートを

生成。

マネーフォワードクラウド会計と連携して

自動で記帳。

毎月発行するものは、

登録して定期的に自動

で作成。

追 加閲覧のみ
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勤務に関する情報をひとつに集約！
働き方改革をサポートする勤怠管理サービス

マネーフォワード クラウド勤怠 概 要

クラウド勤怠の導入で切り替え

で

働き方改革

をサポート

勤怠管理をクラウド上で行い、打刻から勤怠申請、集計までを一貫して自動化できます。

集計した勤怠データは、お使いの給与計算サービス用に出力でき、

バックオフィス業務を大幅に軽減します。

コストを大幅に削減！

タイムカード 集計作業 不正打刻
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勤怠管理に必要な機能やクラウド勤怠ならではの細かな機能を多数ご用意しています。また、クラウド給与との連携で給与

計算まで一気通貫して行えます。

マネーフォワード クラウド勤怠 特 徴

勤務予定管理 多様な勤務形態の自動集計 情報の一元化

休暇管理 申請・ワークフロー データ連携

勤務予定（シフト）を入力
することで予定を確認する
ことができ、所定時間と時
間外の自動集計が可能です。

フレックスタイム制や変形

労働制にも対応していま す。

また法定に基づいた集 計に

も対応しています。

（36協定、有給管理簿）

従業員・現場上長・労務担

当者が常に同じ情報を共有

しているので共有の手間も

ミスもありません。

有給休暇の自動付与だけで

なく、貴社独自の休暇を簡

単に作成し管理することが

可能です。

（時間単位の休暇取得・管

理も可能）

勤怠に関する申請と承認が

PCやスマホから可能です。

拠点に出勤しなくても適切

勤怠管理が行えます。 マネーフォワード クラウド給与とデータ連携で

きるため、CSVのやりとりの必要がありません。
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複雑な計算も、全自動だからミスがなく業務を行うことが可能です。

マイナンバー収集や社会保険事務が行えるソフトとも連携しており、

人事労務業務をワンストップで実施できます。

Web給与明細も標準機能としてあるため、配布の手間もいりません。

マネーフォワード クラウド給与

スマホで

給与明細が

見れます

給与計算を自動でミスなく効率化

パソコン・スマホで

給与明細を確認

給与計算から振込まで

オンラインで完結

クラウド型

勤怠管理サービスと連携

料率・税率を自動で

アップデート

概 要
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当社シリーズとのデータ連携や、他社のデータ取込などを活用し、従業員管理から給与計算、年末調整まで人事労務業務を

スムーズに行えます。

マネーフォワード クラウド給与

人事DB

給与明細・賞与明細のWeb展開

従業員が、Web上で質問に「は

い」「いいえ」で回答すること

で、必要な情報を入力できます。

スピーディーでペーパーレスな

年末調整が可能です。

勤怠連携～給与計算

Web明細機能により、従業員は

必要なときに閲覧・印刷が可能

です。紙代を含めたコスト削減。

マネーフォワード クラウド勤
怠とワンクリックでデータ連携
可能です。転記や再計算の手間
なく、給与計算から振込までを
ワンストップ で実現できます。

勤怠データ
連携

自動計算 銀行振込

XLSX

はい

いいえ

年末調整

給与従業員情報の他社サービス

連携、エクセルデータ取込みが

できるので、転記ミスや入力の

二度手間がなくなり時間削減が

可能になります。

特 徴
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社会保険手続きをかんたんに

マネーフォワード クラウド社会保険 マネーフォワード クラウド給与と、

同時のご利用をお勧めしております。

書類作成

※協会けんぽのみ対応

電子申請・状況確認

電子申請＆ペーパーレス化で、

労務担当者の業務効率化とコスト削減を実現！

入 社

社会保険手続きに必要な書類作成や電子申請が可能なクラウド型サービス。

給与計算ソフトとの連携が簡単にでき、入力の手間、工数も削減。

ペーパーレス化で、作成・管理の工数も削減され、労務担当の工数削減も。

※2020年4月施行の「電子申請義務化」にも対応。
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概 要 マネーフォワード クラウド給与と、
同時のご利用をお勧めしております。

マイナンバーの収集から破棄まですべてクラウド上で完結

マネーフォワード クラウドマイナンバー

コストと手間を抑えて、安全にマイナンバー対策を行えます

複雑なソフトは

使いたくない

マイナンバーの

収集が手間だ

情報漏えいは

絶対に避けたい

このようなお困り事は

ありませんか？

収集から破棄までがクラウド上で完結！管理をラクにします。

万全の体制で堅牢な

セキュリティを担保

本人確認はスマホで

撮影したデータでOK

すべてクラウド上で

完結。管理がラクに
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金融機関と同様の万全の体制で、安心・安全のマイナンバー管理サービスを提供します。

選べる収集方式

マネーフォワード クラウドマイナンバー

取得・習得 利用・提供 保管・廃棄

LOG

収集・管理・廃棄を簡単で安全に

本人確認はスマホ撮影

でOK、ペーパーレス

で完結します。

利用履歴のログを自動

収集してシステム上に

保管します。

マイナンバー情報は手元

に置かず、クラウド上の

サーバーで安全に管理し

ます。
ワンタイムパスワード

形式で取引先や株主の

マイナンバーもラクに

収集できます。

マネーフォワード クラ

ウド給与と連動して、

法定調書への印字が可

能です。

アラート機能により保管

期限が過ぎた書類や番号

の存在をお知らせします。

ID・パスワード方式、ワンタイムURL方式、QRコード方式の3つから収集方法を選べます。1度きりの取引先にはワンタイムURLで送ったり、QRコードを印刷・配布

し登録を促すなど、企業や収集対象に合わせて最適な方法で安全に収集できます。

概 要 マネーフォワード クラウド給与と、
同時のご利用をお勧めしております。
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マネーフォワード クラウド年末調整

行政機関

※画像はイメージです。実際のサービス画面とは異なる可能性がございます。

書類の配布

書類の回収

電子手続
労務担当者従業員

従業員も労務担当者も煩雑になりがちで面倒な年末調整業務が、Web上でかんた

んに行えます。

書類の記入はすべてWeb上で行うので、準備・配布・入力・回収の手間が削減。

また、その後の工程で発生する年税額の自動計算および訂正や修正、行政機関へ

の電子手続もクラウド年末調整を使って対応することが可能です。

年末調整の書類配布から入力・回収・提出まですべてをクラウド化

回収状況の管理

年税額の自動計算

概 要
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マネーフォワード クラウド年末調整

ペーパーレスで書類の
準備がかんたん

回収状況がWeb上で
すぐわかる

進捗確認機能あるので、従業員ごとに書類の提
出・未提出がスグにわかります。また、クラウ
ド上で管理しているので、複数人で作業を分担
して行うことも可能です。

書類の配布はメールで通知し、入力はWeb上

で。従業員が入力した内容がそのまま書類に

データ反映されるので、ペーパーレス化が実

現します。

従業員にとっても面倒だった年末調整作業が、

アンケートビューを使ってかんたんに完了し

ます。

従業員はWeb上で質問に
答えるだけでOK

はい

いいえ

年末調整業務をクラウド化することで、書類の入力作業も回収もかんたんに。

従業員はアンケートビューと呼ばれる質問の一覧に回答するだけで入力作業が完了でき、間違いや記入漏れを予防しやすく

なっています。労務担当者はWeb上で提出状況の確認ができるので、リモートワークで年末調整業務が行なえます。

特 徴
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契約締結機能のみのサービスと異なり、ワークフロー機能を標準でご利用いただけるため、

社内での申請・承認からそのまま契約締結までをひとつの画面内でおこなえます。

マネーフォワード クラウド契約

ワークフロー、契約締結、契約書の一元管理がひとつになったクラウド型契約管理サービス

概 要



価格
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ご利用料金は、ビジネスプランの基本料金と各サービスの追加利用人数分、ならびに各種オプション料金の合算となります。

料金体系

月額5,980円

ご利用料金
ビジネスプラン
基本料金

各サービス毎の
追加料金

※1 最低利用期間は1ヶ月となります。
※2 申込にはトライアル加入が必須となります。
※3 各サービス毎の追加料金は次頁をご参照ください。

（ご参考）ご提供価格

※3

※1 ※2



各サービス毎の追加料金単価
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課金条件 単価

クラウド会計 4名以上 300円/名

クラウド請求書 4名以上 300円/名

クラウド経費 6名以上 500円/名

クラウド債務支払 11件以上 300円/件

クラウド勤怠 6名以上 300円/名

クラウド給与 6名以上 300円/名

クラウド年末調整 6名以上 100円/名

クラウド社会保険 6名以上 100円/名

クラウドマイナンバー 6名以上 100円/名

クラウド契約 4名以上 900円/名

2022年7月時点の料金となります。



トライアル



34

トライアルのご案内

30日間無料トライアルのご用意がございます。

※正式申込にはトライアル加入が必須となります。

・トライアル手順

https://biz.moneyforward.com/support/valuepack/guide/price_plan/p008.html

・事業所の新規登録をお願いいたします。

https://biz.moneyforward.com/support/valuepack/guide/account/a011.html

※パートナー様経由でご購入される場合はクレジットカードの登録をされないようにご注意ください。

・正式申込の際は、8桁の事業者番号が必要となります。

https://biz.moneyforward.com/support/account/news/new-feature/20190214.html

トライアル環境はそのまま有料環境に移行できます。

データ移行も可能なのでご安心ください。

https://biz.moneyforward.com/support/valuepack/guide/price_plan/p008.html
https://biz.moneyforward.com/support/valuepack/guide/account/a011.html
https://biz.moneyforward.com/support/account/news/new-feature/20190214.html


会 社 紹 介



会社概要

社 名 株式会社マネーフォワード

設 立 2012年5月

株式公開 東京証券取引所 プライム市場【証券コード：3994】

本社所在地
〒108-0023

東京都港区芝浦3-1-21

msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21F

支 社

北海道支社、東北支社、東海・北陸支社、

京都支社・京都開発拠点、関西支社、

広島支社、九州・沖縄支社
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「マネーフォワード クラウド」が目指す世界

個人事業主、中小企業の事業運営に必要なあらゆる
バックオフィス業務をテクノロジーの力により効率化し、生産性の向上に貢献します。

本資料に記載された情報は株式会社マネーフォワードが信頼できると判断した情報源を素に株式会社マネーフォワードが作成したものですが、その内容および情報の正確性、完全性等については、何ら保証を行っておらず、また、いかなる責任を持つものではありません。本資料に記載さ

れた内容は、資料作成時点において作成されたものであり、予告なく変更する場合があります。本資料はお客様限りで配布するものであり、株式会社マネーフォワードの許可なく、本資料をお客様以外の第三者に提示し、閲覧させ、また、複製、配布、譲渡することは堅く禁じられていま す。

本文およびデータ等の著作権を含む知的所有権は株式会社マネーフォワードに帰属し、事前に株式会社マネーフォワードの書面による承諾を得ることなく、本資料に修正・加工することは固く禁じられています。


