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本資料の目的
マネーフォワード クラウドは「いい会社はバックオフィスが強い」をコンセプトとして
サービス開発を進めております。

本レポートでは、サービスラインナップの全体像と各サービスの新機能をご紹介いたし
ます。

12月も各サービスでアップデート、新機能の開発
を進めました。詳細は各リリースページをご確認
ください。

今後も有益な情報提供に努めてまいりますので、
よろしくお願いいたします。

2021年12月1日～12月31日 本資料 対象期間

当社動画紹介：「いい会社はバックオフィスが強い」
https://www.youtube.com/watch?v=3miZcstaS7U
&feature=emb_logo
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http://www.youtube.com/watch?v=3miZcstaS7U
https://www.youtube.com/watch?v=3miZcstaS7U&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=3miZcstaS7U&feature=emb_logo


事業者様向けSaaS型サービスプラットフォームの拡大
「マネーフォワード クラウド」では、以下の 3つの価値提供を目指してサービスライン
ナップを拡充させております。

バックオフィス業務の
自動化や大幅な効率化 資金繰り不安解消 データに基づく

経営判断サポート
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会計関連サービスを通じて実現したい世界観

本サービスの詳細は下記のリンクをご確認ください >>
https://biz.moneyforward.com/
https://streamedup.com/
https://manageboard.jp/

会計関連領域においては、「STREAMED（ストリームド）」※1と
「Manageboard（マネージボード）」※2をラインナップに追加し、データ収集・入力・
集計から確認・業績予測までの 業務工数削減＆経営分析をワンストップで 実現可能な世
界観を目指してまいります。
※1 領収書・通帳・現金出納帳等の紙証憑を1営業日でデータ化する自動記帳サービス
※2 月次監査業務効率化・経営分析サービス

紙証憑の
データ化 自動入力 自動仕訳 仕訳

チェック
経営分析

予実管理・業績予測
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https://biz.moneyforward.com/
https://streamedup.com/
https://manageboard.jp/


注目のリリース
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STREAMEDウェブ版 

電子帳簿保存法に対応する機能をリリース
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本機能の詳細は右記のリンクをご確認ください >> https://streamedup.com/help/12387 

2021年12月2日に電子帳簿保存法に対応する機能をリリースしました。
STREAMEDでは主に電子帳簿保存法のスキャナ保存に対応しております。

※会計事務所プランの場合は新規顧問先作成時のみではなく、既存の顧問先様も個別に設定が可能です。
※電子帳簿保存法に対応すると登録した顧問先は、顧問先一覧で〇が表示されるようになります。
※「訂正・削除ができないまたは訂正・削除履歴が残るシステム」などを備えることでタイムスタンプを不要としております。

■要件を満たしているか確認する方法
電子帳簿保存法の設定が有効になっている場合、ス
キャナ保存に対応する要件を満たすための基準をク
リアしている画像であるかがわかるように仕訳の明
細画面に❶以下の情報を表示します。
・アップロード者
・出力者(出力した場合のみ)
・解像度
・色数
・証憑の縦横サイズ

解像度・色数が要件を満たさない場合は、専用の❷
エラーマークを表示します。

一覧で見る場合も❸アイコンですぐに分かります。

❶

❷

❸

https://streamedup.com/help/12387


仕訳・マスタ履歴保存機能リリース

マネーフォワード クラウド会計＞会計帳簿＞仕訳帳
マネーフォワード クラウド会計＞各種設定＞勘定科目

改正電子帳簿保存法への対応に伴い、仕訳や科目および部門について、登録・訂正・削除
の履歴を確認できる「仕訳・マスタ履歴保存」機能をリリースしました。
帳簿（国税関係帳簿）の電子帳簿保存のうち、「優良電子帳簿」の要件である訂正・削除
履歴の確保を満たすことが可能となります。

9

対象者 マネーフォワード クラウド会計を「ビジネスプラン」でご利用中のお客さま
マネーフォワード クラウド確定申告をご利用中のお客さま

■追加機能の詳細
会計帳簿＞仕訳帳画面で仕訳の登録・訂正・削除履歴を確認できるようになりました。また、科目や部門の登録・訂正
・削除履歴についても、CSVファイルでダウンロードして確認できるようになりました。

本機能の詳細は右記のリンクをご確認ください >> https://biz.moneyforward.com/support/account/news/new-feature/20211222.html

マネーフォワード クラウド会計＞各種設定＞部門

https://biz.moneyforward.com/support/account/news/new-feature/20211222.html


マネーフォワード クラウド勤怠 ＞ 全権管理者メニュー＞「勤怠項目」

数値集計機能をリリース
「数値集計」は、お弁当回数や出社回数といった任意の「勤怠項目」を作成し、その回数
を集計することができる機能です。
集計した回数を月次で CSVへ出力できるほか、「マネーフォワード クラウド給与」へ連
携して、給与計算に使用することができるようになります。
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■追加機能の詳細
「勤怠項目」の画面にて、「＋追加」を
クリックすると、任意の勤怠項目を作成
することができます。

本機能の詳細は右記のリンクをご確認ください >> https://biz.moneyforward.com/support/attendance/news/new-feature/20211217.html

日次勤怠 実績・スケジュール申請「日次勤怠」画面や「実績・スケジュー
ル」申請から集計する勤怠項目の回数を
登録して、その回数を集計することが可
能です。

❶

■操作手順の詳細は下記ページをご確認ください。
勤怠項目の設定方法

https://biz.moneyforward.com/support/attendance/news/new-feature/20211217.html
https://biz.moneyforward.com/support/attendance/guide/custom_attendance_items2/attendance01-2.html


マネーフォワード クラウド給与 ＞ 支給項目

カスタム計算式を設定可能に
カスタム計算式をリリースしました。式の途中での端数処理や四則演算、関数を使用した
より柔軟な計算式の設定が可能になりました。支給項目の計算方法欄でカスタム計算式を
選択し設定ができます。詳しくはP20をご確認ください。
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機能紹介

支給項目の計算方法欄でカスタム計算式を選択し設定ができます。
また、使用可能な関数や四則演算は以下です。
● ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN
● IF
● 四則演算

本機能の詳細は右記のリンクをご確認ください >> https://biz.moneyforward.com/support/payroll/news/new-feature/20211221.html

カスタム計算式を使用する例として、以下のような場合を想定しています。
● 残業手当の端数処理を細かく設定したい
● 金額ベースで固定残業手当を設定したい
● 日割計算を行いたい
● 勤怠項目の合算がしたい
● 時給者・日給者の月額手当を割増基礎に含めたい

カスタム計算式の具体的な使用例

こちらに
計算式を入力

https://biz.moneyforward.com/support/payroll/news/new-feature/20211221.html
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マネーフォワード
クラウド会計Plus



マネーフォワード クラウド会計Plus ＞ 監査 ＞ ログ

マスタログ機能の追加
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本機能の詳細は右記のリンクをご確認ください >> https://biz.moneyforward.com/support/ac-plus/news/new-feature/20211216.html

マスタ設定の勘定科目や部門などについて項目を追加・更新した際のログを、CSVファイ
ルでダウンロードできるようになりました。

対象 ｜ マネーフォワード クラウド会計Plusを「システム管理者」「業務管理者」「監査」権限でご利用中のお客さま

■使用方法

「ログ」画面で❶マスタログをクリックしま
す。

「マスタログ」画面で、「決算書科目」「勘定
科目」「補助科目」「取引先」「部門」の操作
ログをダウンロードします。

各項目の「ダウンロード（Shift-JIS）」または
「ダウンロード（UTF-8）」のリンクをクリッ
クすると、CSVファイルをダウンロードできま
す。

❶

https://biz.moneyforward.com/support/ac-plus/news/new-feature/20211216.html


マネーフォワード クラウド会計Plus

ユーザーが閲覧権限を持たないメニューが非表示に
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サイドメニューおよびホームメニューには、
ユーザーの権限に関係なくすべてのメニューが
表示されていました。

今回のアップデートにより、そのユーザーが持
つ権限で閲覧可能なメニューのみが、各種メ
ニューに表示されるようになりました。

例：「起票者」ロールのみを持つユーザー
すべてのメニューが表示。

例：「起票者」ロールのみを持つユーザー
「起票者」ロールでは閲覧できない「組織設定」「仕訳承認」「監査」
メニューが非表示となりました。※左画像の赤枠部分

本機能の詳細は右記のリンクをご確認ください >> https://biz.moneyforward.com/support/ac-plus/news/new-feature/20211227.html

これまで これから

https://biz.moneyforward.com/support/ac-plus/news/new-feature/20211227.html


マネーフォワード
クラウド給与
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マネーフォワード クラウド給与

SmartHR連携の連携対象項目を拡充
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今後追加を予定している項目一覧（1月末ごろに追加を予定）

本機能の詳細は右記のリンクをご確認ください >> https://biz.moneyforward.com/support/payroll/news/new-feature/20211202.html

カテゴリ MF項目 SmartHR項目

所得税

寡婦区分 寡婦・ひとり親

ひとり親区分 寡婦・ひとり親

障がい者区分 障害者区分

勤労学生区分 勤労学生

外国人区分 在留資格情報の入力有無

居住者区分 現住所

SmartHR連携の連携対象項目を追加することになりました。また、12月末に追加予定
だった項目はすでに追加されております。詳細は次のページをご確認ください。

カテゴリ MF項目 SmartHR項目

扶養情報

障がい者区分 障害者区分

苗字 姓

名 名

ミョウジ 姓（ヨミガナ）

ナマエ 名（ヨミガナ）

生年月日 生年月日

続柄(性別) 性別

同居区分 同居・別居の別

扶養区分 所得税の扶養状況

同一生計配偶
者区分

所得税の扶養状況/
年間所得見積額（1月〜12月）

障がい者区分 障害者区分

https://biz.moneyforward.com/support/payroll/news/new-feature/20211202.html


マネーフォワード クラウド給与 ＞ 連携設定
マネーフォワード クラウド給与 ＞ 従業員情報

SmartHRから連携できる項目を拡充
SmartHRから連携できる項目を拡充しました。今回拡充されたのは、「業務情報」「健
康保険/厚生年金保険」「雇用保険」関連の項目です。
なお、1月末ごろにも再度連携項目の拡充を予定しております。詳細は前のページをご確
認ください。
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カテゴリ MF項目 SmartHR項目

業務情報 役職 役職

健康保険/
厚生年金保険

資格取得日 社会保険の資格取得年月日

被保険者整理番号 被保険者整理番号

基礎年金番号 基礎年金番号

資格喪失日 社会保険の資格喪失年月日

適用開始月 標準報酬月額の改定年月日

標準報酬月額 健康保険の標準報酬月額

本機能の詳細は右記のリンクをご確認ください >> https://biz.moneyforward.com/support/payroll/news/new-feature/20211223.html

注意事項
SmartHRの「アクセストークン」の設定により、一覧内の項目が連携されない場合があります。
SmartHRの「アトリビュート（従業員出力項目）の制限」の設定を確認し、
「参照」欄にチェックマークがついていることを確認してください。詳細はこちらをご覧ください。

カテゴリ MF項目 SmartHR項目

雇用保険

資格取得日 雇用保険の資格取得年月日

被保険者番号 雇用保険の被保険者番号

離職等年月日 雇用保険の資格喪失年月日

https://biz.moneyforward.com/support/payroll/news/new-feature/20211223.html
https://knowledge.smarthr.jp/hc/ja/articles/360026266033#toc--6


マネーフォワード クラウド給与 ＞ 従業員情報

「マネーフォワード クラウド人事管理」から
連携する項目を選択可能に

これにより、クラウド人事管理の一部の従業員情報のみを「マネーフォワード クラウド
給与」に取り込むことができます。
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■操作方法
❶従業員情報＞「従業員一覧」画面の❷従業員の追
加/更新▼から、❸マネーフォワード クラウド人事
管理から従業員データを取り込む（更新）をクリッ
クします。

クラウド人事管理から取り込みたい項目にチェック
マークを入れ、画面上部または下部の❹更新ボタン
をクリックしてください。
なお、「扶養情報」・「通勤手当」・「口座情報」
についてはそれぞれの項目を選択できません。

❶

❸

本機能の詳細は右記のリンクをご確認ください >> https://biz.moneyforward.com/support/payroll/news/new-feature/20211210-2.html

❷

❹

https://biz.moneyforward.com/support/payroll/news/new-feature/20211210-2.html


マネーフォワード クラウド給与 ＞ 連携設定
マネーフォワード クラウド給与 ＞ 従業員情報

「マネーフォワード クラウド年末調整」から
翌年申告内容を取り込む機能をリリース

来年の給与計算を翌年の扶養控除等申告書の内容をもとに行うことができます。
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■追加機能の詳細
❶従業員情報＞「従業員一覧」画面の❷従業員の追
加/更新▼＞❸マネーフォワード クラウド年末調整
から翌年分の扶養控除等申告書の情報をインポート
から情報を取り込むことができます。

■必要な事前準備
「マネーフォワード クラウド年末調整」で各従業
員の年末調整が「確認済」または「確定済」の状態
であることを確認してください。

本機能の詳細は右記のリンクをご確認ください >> https://biz.moneyforward.com/support/payroll/news/new-feature/20211220.html

❶

❸

❷

■操作手順の詳細は下記ページをご確認ください。
「マネーフォワード クラウド年末調整」から翌年申告内容を取り込む方法

https://biz.moneyforward.com/support/payroll/news/new-feature/20211220.html
https://biz.moneyforward.com/support/payroll/guide/cooperation/co12.html


マネーフォワード クラウド給与 ＞ 支給項目

カスタム計算式を設定可能に（1/2）

式の途中での端数処理や四則演算、関数を使用したより柔軟な計算式の設定が可能になり
ました。支給項目の計算方法欄でカスタム計算式を選択し設定ができます。
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■操作手順
支給項目で左端のプルダウンから❶「カスタム計算
式」を選択し、ページ下部の❷「保存する」ボタン
をクリックします。

「カスタム計算式」の右横の❸「計算式を設定」を
クリックすると、計算式を作成するページに遷移し
ます。

❹計算式欄にカーソルを当てて計算式を入力後、
❺「保存する」ボタンをクリックします。
計算式に使用したい項目は、計算式欄下部の「計算
の基礎」、「支給項目」、「勤怠項目」よりそれぞ
れ選択してください。

本機能の詳細は右記のリンクをご確認ください >> https://biz.moneyforward.com/support/payroll/news/new-feature/20211221.html

❸

❶

❹

❺

❷

https://biz.moneyforward.com/support/payroll/news/new-feature/20211221.html


マネーフォワード クラウド給与 ＞ 支給項目

カスタム計算式を設定可能に（2/2）
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使用可能な関数や四則演算について

本機能の詳細は右記のリンクをご確認ください >> https://biz.moneyforward.com/support/payroll/news/new-feature/20211221.html

注意事項
支給項目＞「詳細設定」で「割増基礎」または「控除基礎」にチェックマークを入れている項目については、カスタム計算式を設定できません。従来の計算式で設定してくだ
さい。
通勤手当をカスタム計算式で設定した場合、非課税/課税の自動判定ができません。そのため通勤手当については、従業員情報で設定してください

※カスタム計算式を使用する例として、想定される場合をサポートサイトに記載しています。詳細は以下リンクからご確認ください。

ROUND, 
ROUNDUP, 
ROUNDDOWN

入力形式 ROUND（項目や数値 , 桁数）

意味 桁数を指定して、四捨五入、切り上げ、切り捨てが可能です。

列 ROUND（12.6514, 2）と入力すると、12.65として計算されます。

IF

入力形式 IF（条件式 , 条件と合致した場合に表示する値, 条件と合致しない場合に表示する値）

意味 条件と合致した場合と合致しない場合とでそれぞれ別の結果を表示します。

列

欠勤控除の例
IF（欠勤日数 > 3, 控除基礎 / 所定労働日数(月平均) * 欠勤日数, 0）
欠勤日数が3より大きければ、欠勤控除は控除基礎 / 所定労働日数(月平均) * 欠勤日数 の計算結果とな
ります。欠勤日数が3未満であれば、欠勤控除は0円となります。

四則演算 「 + , – , / , * 」の記号を利用して、足し算、引き算、割り算、かけ算の設定ができます。

https://biz.moneyforward.com/support/payroll/news/new-feature/20211221.html
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# 5

マネーフォワード
クラウド経費



マネーフォワード クラウド経費
マネーフォワード クラウド債務支払
 

横浜銀行への振込データのAPI連携が可能に
APIによる振込データの連携において、横浜銀行との連携が可能となりました。
横浜銀行のネットバンキング口座をご利用の場合、振込データを手動でアップロードせず
に、「クラウド経費」および「クラウド債務支払」からワンクリックで直接振り込むこと
ができます。

23

本機能の詳細は右記のリンクをご確認ください >> https://biz.moneyforward.com/support/expense/news/new-feature/20211220.html
 https://biz.moneyforward.com/support/payable/news/new-feature/20211220.html

■操作手順の詳細は下記ページをご確認ください。※本機能をご利用になるためには、事前の設定が必要です。
銀行振込APIの使い方ガイド

横浜銀行
マイダイレクト

横浜銀行
マイダイレクト振込

振込

振込データ

API連携

振込データ

https://biz.moneyforward.com/support/expense/news/new-feature/20211220.html
https://biz.moneyforward.com/support/payable/news/new-feature/20211220.html
https://biz.moneyforward.com/support/expense/guide/linkage-general/ap01.html
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# 6 

マネーフォワード
クラウド債務支払



マネーフォワード クラウド債務支払 ＞ 管理設定 ＞ 債務機能設定 ＞ 支払調書設定
マネーフォワード クラウド債務支払 ＞ 経理業務＞支払調書

支払調書を出力する機能をリリース
報酬や料金、契約金および賞金の支払調書を出力する機能をリリースしました。
※「支払調書」機能のご利用には「コーポレート」オプションのご契約が必要です。

25

本機能の詳細は右記のリンクをご確認ください >> https://biz.moneyforward.com/support/payable/news/new-feature/20211216.html

対象 ｜マネーフォワード クラウド債務支払を「管理」権限でご利用中のお客さま

■実装機能の詳細
1）「管理設定」＞「債務機能設定」＞「支払調書設定」で、「区分名」
の登録や金額を合算するかどうかなどの設定を行います。

2）「管理設定」＞「債務機能設定」＞「経費科目」画面にて、各経費科
目に報酬区分の紐付け設定を行います。

3）「管理設定」＞「従業員」＞「従業員一覧」画面にて、「管理」権限
者に対してマイナンバーの閲覧権限を付与するかどうかを設定します。

4）「取引先」画面にて、各項目の設定を行います。

5）「経理業務」＞「支払調書」「支払調書」を選択し、「支払調書集
計」画面で支払調書の集計を実行して、集計データを作成します。支払
調書データの内容確認を行い、必要に応じて修正を行ってください。

■詳細は下記ページをご確認ください。
支払調書を出力するまでの流れ
「支払調書設定」の設定方法
「支払調書集計」画面の操作方法

https://biz.moneyforward.com/support/payable/news/new-feature/20211216.html
https://biz.moneyforward.com/support/payable/guide/admin-pay/ap11.html
https://biz.moneyforward.com/support/payable/guide/admin-pay/adp10.html
https://biz.moneyforward.com/support/payable/guide/admin-ma/am10.html


26

# 7 

マネーフォワード
クラウド債権請求



マネーフォワード クラウド債権請求 ＞ 請求書 ＞ 未送付

請求書の一括メール送付機能をリリース
最大100件の請求書を一括でメール送付できるようになりました。

27

本機能の詳細は右記のリンクをご確認ください >> https://biz.moneyforward.com/support/receivable/news/new-feature/n009.html

対象 ｜「請求書」の「メール送付」権限にチェックが入っているロールでご利用中のお客さま

「請求書」＞❶未送付画面で、請求書を一括でメー
ル送付できるようになりました。

あらかじめ「設定」＞「得意先」画面で請求先ごと
に送付先のメールアドレスを設定することで、各送
付先にメールを送信できます。

選択した複数案件の請求書を一括メール送付 ❶

https://biz.moneyforward.com/support/receivable/news/new-feature/n009.html


マネーフォワード クラウド債権請求 ＞ 請求書 ＞ 未申請
マネーフォワード クラウド債権請求 ＞ 請求書 ＞ 承認待ち

請求書の一括申請・承認機能をリリース
最大100件の請求書を一括で申請・承認できるようになりました。

28

本機能の詳細は右記のリンクをご確認ください >> https://biz.moneyforward.com/support/receivable/news/new-feature/n008.html

対象 

一括申請

「請求書」＞「未申請」画面にて、複数の請求
書をまとめて申請できるようになりました。

「請求書」＞「承認待ち」画面にて、複数の請求
書をまとめて承認できるようになりました。

一括申請：「請求書」の「請求書発行の申請」権限にチェックが入っているロールでご利用中のお客さま
一括承認：「請求書」の「請求書発行の承認」権限にチェックが入っているロールでご利用中のお客さま

※いずれも「請求書発行の承認機能」が有効となっている事業者が対象です。

一括承認

https://biz.moneyforward.com/support/receivable/news/new-feature/n008.html
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# 8 

マネーフォワード
クラウド社会保険



マネーフォワード クラウド社会保険 ＞ 従業員一覧

従業員情報のインポート/エクスポート機能リリース

30

本機能の詳細は右記のリンクをご確認ください >> https://biz.moneyforward.com/support/social-insurance/news/new-feature/20211215.html

従業員本人および家族の情報をCSVファイルで取り込み、または出力することができるよ
うになりました。

注意事項

● 新たに従業員を追加する場合は、「マネーフォワー
ド クラウド給与」での操作が必要です。

● 扶養家族はCSVで新たに追加することが可能です。

■実装機能の詳細
従業員一覧画面で「インポート」をクリック
し、「従業員情報のインポート/エクスポー
ト」の操作を行うことが可能です。

■操作手順の詳細は下記ページをご確認ください。
「従業員情報のインポート/エクスポート」の使い方

https://biz.moneyforward.com/support/social-insurance/news/new-feature/20211215.html
https://biz.moneyforward.com/support/social-insurance/guide/employees/employees03.html
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# 9 

マネーフォワード
クラウド契約



マネーフォワード クラウド契約

チャットサポートを開始
2021年12月2日より「チャット」でのお問い合わせ窓口を開設いたしました。

32

■ご利用方法
画面の右下に❶「オンライン-チャット対
応」と表示されている箇所をクリックし
ます。チャットウィンドウが立ち上がり
ます。

❷問い合わせ内容を選択してくださいを
クリックし、お問い合わせたい内容を選
択してください。

❸メッセージの箇所にお問い合わせ内容
の詳細を入力し、❹チャットを開始をク
リックします。

❶

❹

❷

本機能の詳細は右記のリンクをご確認ください >> https://biz.moneyforward.com/support/contract/news/new-feature/n009.html

受付時間　10：30～17：00（土日祝日除く）

❸

https://biz.moneyforward.com/support/contract/news/new-feature/n009.html


対象 

マネーフォワード クラウド契約 ＞ API連携

Salesforce連携機能をリリース
「Salesforce」との連携機能では、「Salesforce」で管理しているデータを自動転記
し、契約書の作成や顧客への送信、電子契約の締結、および契約管理をワンクリックで行
えます。

33

マネーフォワード クラウド契約 for Salesforce※をご利用、かつSalesforceにおいて「Enterprise / Unlimited
の契約」もしくは「ProfessionalかつAPIデータ連携の追加の契約」をご利用中のお客さま

※「マネーフォワード クラウド契約 for Salesforce」はクラウド契約を「単体契約」でご利用の場合にご契約いただけます。

本機能の詳細は右記のリンクをご確認ください >> https://biz.moneyforward.com/support/contract/news/new-feature/n007.html

クラウド契約において紙の契約書や申込書との一元管理が可能となります。
また「API連携」画面で「Salesforce」との連携を行うことで、「Salesforce」で契約書
の作成や書類の送信が可能です。

API

for Salesforce

https://biz.moneyforward.com/support/contract/news/new-feature/n007.html


マネーフォワード クラウド契約 ＞ 締結完了

締結済み書類の非表示機能をリリース
試用で締結処理した正式でない書類などを非表示にすることができます。
※書類をシステムから完全に削除することはできません。

34

対象 ｜マネーフォワード クラウド契約を「全権限」の権限でご利用中のお客さま

■書類を非表示にする方法
書類の横にある❶三点リーダーをクリックして「非表示」を選択する
と、書類が非表示となります。
書類の横にある三点リーダーをクリックして「表示」を選択すると、書
類を元に戻すことができます。

本機能の詳細は右記のリンクをご確認ください >> https://biz.moneyforward.com/support/contract/news/new-feature/n011.html

❶

■非表示にした書類を確認する方法
右上の❷詳細条件をクリックし、検索項目を表示します。
❸非表示にした契約にチェックを入れて「絞り込み」をクリックする
と、非表示にした書類が表示されます。

■非表示にした書類を元に戻す方法
非表示にした書類を検索し、書類の横にある❹三点リーダーをクリック
して「表示」を選択すると、書類を元に戻すことができます。

❸

❷

❹

https://biz.moneyforward.com/support/contract/news/new-feature/n011.html
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# 10

マネーフォワード
クラウド年末調整



マネーフォワード クラウド年末調整

36

マネーフォワード クラウド年末調整の
主な機能リリースについて（1/2）

2021年11月19日にこちらでお知らせした以降に実装された主な機能ご案内いたします。

マネーフォワード クラウド年末調整
で計算した還付追徴額をクラウド給
与にインポートできるようになりま
した。
なお、扶養情報の連携機能について
は今後の開発をお待ちください。

本機能の詳細は右記のリンクをご確認ください >> https://biz.moneyforward.com/support/tax-adjustment/news/new-feature/20211201-2.html

マネーフォワード クラウド給与への連携機能

実装された主な機能

■操作手順の詳細は下記ページをご確認ください。
「マネーフォワード クラウド年末調整」から年調過
不足税額を取り込む方法

https://biz.moneyforward.com/support/tax-adjustment/news/new-feature/20211018.html
https://biz.moneyforward.com/support/tax-adjustment/news/new-feature/20211201-2.html
https://biz.moneyforward.com/support/payroll/guide/cooperation/co06.html
https://biz.moneyforward.com/support/payroll/guide/cooperation/co06.html


マネーフォワード クラウド年末調整

37

マネーフォワード クラウド年末調整の
主な機能リリースについて（2/2）

本機能の詳細は右記のリンクをご確認ください >> https://biz.moneyforward.com/support/tax-adjustment/news/new-feature/20211201-2.html

SmartHRで収集した年末調整の申告書情報をクラウド年
末調整に取り込むことができるようになりました。
また、クラウド年末調整で計算した結果をSmartHRおよ
び年調・法定調書の達人に取り込むためのファイルも出力
することができます。

他社ソフト連携

● 「従業員一覧」画面で「クラウド給与」等の連携先を表示する機能
● 申告従業員の追加を行う際に、昨年の退職者を除外する機能
● 各画面での従業員の並び替え機能

その他の主な機能リリース

■SmartHRから申告書情報を取り込む機能の詳細
SmartHRとの連携方法

■申告書ファイルの出力方法
「エクスポート」画面の使い方

https://biz.moneyforward.com/support/tax-adjustment/news/new-feature/20211201-2.html
https://biz.moneyforward.com/support/tax-adjustment/guide/connect-pages2/connect-pages2-01.html
https://biz.moneyforward.com/support/tax-adjustment/guide/export2/export2-02.html


マネーフォワード クラウド年末調整 ＞ 年末調整一覧＞電子申告（帳票準備）

電子申告機能をリリース
「法定調書合計表」「源泉徴収票」「給与支払報告書（総括表／個別明細書）」のデータ
をクラウド年末調整から電子で申告することが可能となります。

38

本機能の詳細は右記のリンクをご確認ください >> https://biz.moneyforward.com/support/tax-adjustment/news/new-feature/20211230.html

■操作手順の詳細は下記ページをご確認ください。
電子申告の方法

電子申告を行うために必要な準備

e-Taxへの利用者登録
1. e-Taxにログインするための利用者識別番号およびパ

スワードを取得する
2. 電子証明書を取得する（すでにe-Taxで利用できる電

子証明書を取得済みの場合は省略可）
詳細については、下記e-Taxのページをご参照ください。
ご利用の流れ | 【e-Tax】国税電子申告・納税システム（イータックス）

eLTAXへの利用者登録
1. eLTAXにログインするための利用者識別番号およびパ

スワードを取得する
2. 電子証明書を取得する（すでにeLTAXで利用できる電

子証明書を取得済みの場合は省略可）
詳細については、下記eLTAXのページをご参照ください。
電子申告とは | eLTAX 地方税ポータルシステム

https://biz.moneyforward.com/support/tax-adjustment/news/new-feature/20211230.html
https://biz.moneyforward.com/support/tax-adjustment/guide/submitters2/submitters2-01.html
https://www.e-tax.nta.go.jp/start/index.htm
https://www.eltax.lta.go.jp/denshishinkoku/gaiyou/
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マネーフォワード
クラウド固定資産



マネーフォワード クラウド固定資産 ＞ 固定資産台帳

少額減価償却資産の登録に対応

40

「固定資産台帳」画面で新規資産を追加する際、「償却方法」で
「少額減価償却資産」を選べるようになりました。
「少額減価償却資産」として登録された取得価額30万円未満の資
産は、事業供用開始時に一括で費用計上されます。

本機能の詳細は右記のリンクをご確認ください >> https://biz.moneyforward.com/support/fixed-assets/news/new-feature/20211203.html

「少額減価償却資産」として登録された資産
は、右記の内容で仕訳が作成されます。

借方 貸方

資産の取得時 資産勘定　　100円 支払勘定　100円

事業供用開始時 減価償却費　100円 資産勘定　100円

「償却方法」に「少額減価償却資産」が追加

■「少額減価償却資産」選択時の耐用年数
「少額減価償却資産」を選択した場合、入力した「耐用
年数」は資産の減価償却計算には利用されません。
「耐用年数」には、償却資産申告書に表記する耐用年数
を入力してください。
※償却資産申告書は今後リリース予定の機能となります。

作成される仕訳例

https://biz.moneyforward.com/support/fixed-assets/news/new-feature/20211203.html


マネーフォワード クラウド固定資産 ＞ 税務申告＞償却資産申告

償却資産申告書の作成に対応

41

サイドメニューに新しく「税務申告」メニュー
が追加されました。
「税務申告」メニューをクリックすると「償却
資産申告」を選択できます。

サイドメニューに「税務申告」＞
「償却資産申告」が追加

「償却資産申告」機能では、償却資産申告書類
の作成・出力が可能です。

「償却資産申告」機能の追加

本機能の詳細は右記のリンクをご確認ください >> https://biz.moneyforward.com/support/fixed-assets/news/new-feature/20211223.html

■操作手順の詳細は下記ページをご確認ください。
「償却資産申告」の使い方

https://biz.moneyforward.com/support/fixed-assets/news/new-feature/20211223.html
https://biz.moneyforward.com/support/fixed-assets/guide/tax-declaration/depreciation_fixed_asset.html
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# 12 

Manageboard



Manageboard

非財務項目をリリース
非財務項目とは、単価や数量、回数、人員数など勘定科目以外の項目です。
Manageboardでは非財務項目を詳細計画の要素として登録し、予実管理が可能です。

43

※上記表中では、「成約率」という非財務項目（勘定科目以外の項目）を設定しています。
※非財務項目の予算値は直接入力のほか、他の勘定科目や非財務項目をベースに数式を設定し、自動計算することも可能です。

本機能の詳細は右記のリンクをご確認ください >> https://bit.ly/3G4bLhU

https://bit.ly/3G4bLhU
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ココロ動かすクラウド

効率や便利だけじゃない。

その先にあるお客さまの未来を描くことに、

私たちマネーフォワード クラウドの使命はある。

目指すのは、人が動かす「あたたかいクラウド」。

お客さまととことん寄り添い、対話から課題を見出し、

解決の手段を探求する。

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、

お客さまの人生を大きく前へと動かしていく。


