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本資料の目的と
現状のサービスの全体像
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# 1



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。

2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。

2022年2月1日～2月28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


事業者さま向け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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# 2



マネーフォワード クラウド会計・確定申告 ＞ 自動で仕訳 ＞ 記帳システムから入力
STREAMEDウェブ版 ＞ 会計ソフト

「STREAMED」で添付されたファイルの
取り込みが可能に

8

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/20220223.html

「記帳システムから入力」機能で仕訳の一括登録を行った際に、
「STREAMED」で添付されたファイルを「マネーフォワード クラウド会計・確定申告」
および「マネーフォワード クラウドBox」で取得できるようになりました。

これまで、「STREAMED」から取得できる
データは仕訳のみでしたが、本リリースに
より、仕訳と仕訳に添付されたファイルの
両方が取得可能となりました。
また、取得したファイルや仕訳データの一
部については、マネーフォワード クラウド
Boxにも保存されます。

参考（電帳法関連）
・クラウドBox へ連携されることでタイムスタンプが付与されます
・タイムスタンプが付与されることで電子取引につきましては別途事務処理規定の作成が不要となります
※スキャナ保存制度はSTREAMEDでの対応となるため、「スキャナによる電子化保存規程」や「国税関係書類に係る電子計算機処理に関する事務の手続を明らかにした書類」を備えてください

対象者 
以下の両方に該当するお客さまが本機能をご利用になれます。
・マネーフォワード クラウド会計・確定申告をご利用中の方
・「STREAMED」で「会計事務所プラン」をご契約中、
　かつ会計事務所を介してマネーフォワード クラウド会計・確定申告をご利用中のお客さま

https://biz.moneyforward.com/support/account/news/new-feature/20220223.html


振替伝票入力機能をリニューアル
マネーフォワード クラウド会計・確定申告 ＞ 手動で仕訳 ＞ 振替伝票入力

振替伝票入力機能をリニューアルしました。リニューアルに伴いURLも変更となっており
ますので、ブックマークなどをされている場合は新URLへの更新をお願いいたします。
また、リニューアルに伴い、記載の機能が追加されました。詳細は「振替伝票入力機能を
リニューアル（P16）」をご確認ください。
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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/account/news/new-feature/20220217.html

旧URL https://accounting.moneyforward.com/old_ journals

新URL https://accounting.moneyforward.com/journal_entry

①「行追加」機能をリニューアル

② 行の削除が簡単に行えるように

③ 入力内容のチェック機能リニューアル

任意の場所へ行を追加することができるように。

マイナスマークをクリックするだけで
不要な行を削除できるように。

③

https://biz.moneyforward.com/support/account/news/new-feature/20220217.html
https://accounting.moneyforward.com/journal_entry


STREAMEDアップローダー ＞ 領収書

データ化完了目安（β）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/12893 

過去のデータ化実績とデータ化リソースから、アップロード時点で証憑のデータ化完了
目安を算出し、STREAMED上で表示できるようになりました。

注意事項
・アップロードした時点でのデータ化完了の予定時刻になります ・目安はアップロード時点での総依頼数から算出しております
・その後の依頼数によって完了時間が前後することもございます ・現在は領収書のみ対応

https://streamedup.com/help/12893
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# 3 

マネーフォワード クラウド



ユーザー情報のCSV一括更新機能をリリース
マネーフォワード クラウド

ユーザー画面の「CSV一括更新」からCSVをアップロードすることで、ユーザー情報を一
括更新することが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/biz-admin/news/20220216.html

対象者 ｜

12

 マネーフォワード クラウドの管理コンソールを
「全権管理」「ユーザー管理」「セキュリティ管理」権限のいずれかでご利用中のお客さま

■ユーザー情報の一括更新手順
https://biz.moneyforward.com/support/biz-admin/guide/g051.html

https://biz.moneyforward.com/support/biz-admin/news/20220216.html
https://biz.moneyforward.com/support/biz-admin/guide/g051.html
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# 4 

マネーフォワード
クラウド会計・確定申告



【アプリ】確定申告画面をリニューアル
マネーフォワード クラウド確定申告アプリ
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2021年度分（令和3年分）の確定申告様式に対応

2021年度分（令和3年分）の確定申告様式に対応
し、様式の出力や電子申告に対応しました。

■2021年度（令和3年分）確定申告書様式の出力に対応
https://biz.moneyforward.com/support/tax-return/news/tax-return/20220126.html

「確定申告」画面がわかりやすく

❶確定申告アプリの「確定申告」画面がわかりやすくなり、現
在の確定申告タイプが表示されるようになりました。「確定申
告の設定を変更」から、設定を変更できます。

❷タイプ別の「やることリスト」が用意されました。表示され
た手順に沿って進むことで、確定申告書の提出まで終わらせる
ことができます。

初期設定のチュートリアル

初回起動時にチュートリアルが表示され、選択肢に沿って進むだけで初期設定を完了できます。

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/tax-return/news/new-feature/20220203.html

❶ ❷

https://biz.moneyforward.com/support/tax-return/news/tax-return/20220126.html
https://biz.moneyforward.com/support/tax-return/news/new-feature/20220203.html


仕訳帳画面からメモ欄の内容で検索が可能に
マネーフォワード クラウド会計・確定申告 ＞ 会計帳簿 ＞ 仕訳帳

仕訳帳画面の検索欄にメモ欄が追加され、メモの内容で検索が行えるようになりました。
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■「仕訳帳」機能の使い方
https://biz.moneyforward.com/support/tax-return/guide/books2/bo01.html

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-return/news/new-feature/20220209-2.html

https://biz.moneyforward.com/support/tax-return/guide/books2/bo01.html
https://biz.moneyforward.com/support/tax-return/news/new-feature/20220209-2.html


振替伝票入力機能をリニューアル（1/2）

マネーフォワード クラウド会計・確定申告 ＞ 手動で仕訳 ＞ 振替伝票入力

リニューアルに伴いURLも変更となっております。
ブックマークなどをされている場合は新URLへの更新をお願いいたします。
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「行追加」機能をリニューアル

これまでは、「行追加」ボタンを押す
ことで最終行の下側に行が追加される
仕様でしたが、
任意の場所へ行を追加することができ
るようになりました。

画面左のプラスマークをクリックする
ことで、クリックしたプラスマークの
下側に行が追加されます。

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/account/news/new-feature/20220217.html

旧URL https://accounting.moneyforward.com/old_ journals

新URL https://accounting.moneyforward.com/journal_entry

https://biz.moneyforward.com/support/account/news/new-feature/20220217.html
https://accounting.moneyforward.com/journal_entry


振替伝票入力機能をリニューアル（2/2）

マネーフォワード クラウド会計・確定申告 ＞ 手動で仕訳 ＞ 振替伝票入力
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行の削除が簡単に行えるように
これまで不要な行を削除する場合は、借方貸方ともに勘定科目を未選択、金額を空欄とした上で仕訳登録を行う必要が
ありましたが、マイナスマークをクリックするだけで不要な行を削除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/20220217.html

入力内容のチェック機能リニューアル
入力内容を事前にチェックし、有効な状態の場合のみ「登録」「保
存」ボタンがクリックできるようになりました。
また、入力内容に誤りがある場合はエラーメッセージが表示される
ようになり、エラー箇所の判別がしやすくなりました。

https://biz.moneyforward.com/support/account/news/new-feature/20220217.html
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# 5 

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 ＞ 業務設定 ＞ 外部データ連携

PayPalとのデータ連携に対応

19

■追加機能の詳細

「外部データ連携」画面を開き、❶新規追加ボ
タンをクリックします。

「キーワードから探す」の検索欄に「PayPal」
と入力し、表示された候補から❷PayPalを選択
します。

❸「PayPalと連携する」ボタンをクリックする
と、「PayPal」のサイトに移動します。
移動後は画面の指示に従って操作を進め、連携
を完了してください。

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/ac-plus/news/new-feature/20220215.html

❷

対象｜ マネーフォワード クラウド会計Plusで「外部データ紐付けユーザー」に設定されているお客さま

❶

❸

https://biz.moneyforward.com/support/ac-plus/news/new-feature/20220215.html


マネーフォワード
クラウド給与
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# 6



マネーフォワード クラウド給与 ＞ 基本設定 ＞ 労働保険

労災保険のメリット制に対応
メリット制が適用されている事業者においても、クラウド給与で労災保険の自動計算がで
きるようになりました。
「基本設定」＞「労働保険」画面でメリット制の労災保険料率を設定できます。

21

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/20220203.html

■労働保険設定【管理者による設定編】
https://biz.moneyforward.com/support/payroll/guide/guide01/startup09.html

https://biz.moneyforward.com/support/payroll/news/new-feature/20220203.html
https://biz.moneyforward.com/support/payroll/guide/guide01/startup09.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連携「所得税」「扶養情報」項目を拡充
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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/payroll/news/new-feature/20220207.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
連携されない場合や「リソースへのアクセスが禁止されていま
す」というエラーが表示される場合があります。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。

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で
下記のいずれかを満たすときに、MFで「外
国人」と反映されます。
・在留カード番号に入力あり
・在留カードの画像に入力あり
・国籍が 空欄でない＆国籍がJAPAN以外
・在留資格に入力あり
・在留期日に入力あり

居住者区分
現住所で「海外に在住」にチェックが入っ
ている場合、
MFで「非居住者」と反映されます。

カテゴリ MF項目 SmartHR項目

扶
養
情
報

苗字 姓

名前 名

苗字カナ 姓（ヨミガナ）

名前カナ 名（ヨミガナ）

生年月日 生年月日

続柄(性別)

続柄の対応表については、お知らせページ
（https://biz.moneyforward.com/support/
payroll/news/new-feature/20220207.html
）をご参照ください。

同居区分 同居・別居の別

扶養区分

所得税の扶養状況で選択した内容によって以下
の通りに反映されます。
・「扶養する」: MFで「対象」
・「扶養しない」: MFで「対象外」
・「配偶者特別控除対象者」: MFで「対象外」
・「不明」: MFで「対象外」

同一生計
配偶者区分

年間所得見積額（1月〜12月）に「480,000」
以下の数字が入力されている場合、MFで「対
象」と反映されます。

障がい者区分 障害者区分

今回連携可能となった項目一覧

https://biz.moneyforward.com/support/payroll/news/new-feature/20220207.html
https://biz.moneyforward.com/support/payroll/news/new-feature/20220207.html
https://biz.moneyforward.com/support/payroll/news/new-feature/20220207.html
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# 7

マネーフォワード
クラウドマイナンバー



マネーフォワード クラウドマイナンバー ＞ 従業員一覧
マネーフォワード クラウドマイナンバー ＞ 取引先・株主一覧

マイナンバー情報を
CSVファイルで一括でインポート可能に

すでに他システム等で回収しているマイナンバーを、クラウドマイナンバーに簡単に移行
できるようになりました。
「従業員一覧」画面の右上「マイナンバーCSV」より、CSVファイルを利用してマイナン
バー情報のインポートが可能です。

24

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/mynumber/news/new-feature/20220208.html

■マイナンバーをCSVファイルで登録する方法
https://biz.moneyforward.com/support/mynumber/guide/registration/registration02.html

https://biz.moneyforward.com/support/mynumber/news/new-feature/20220208.html
https://biz.moneyforward.com/support/mynumber/guide/registration/registration02.html
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# 8 

マネーフォワード
クラウド請求書



マネーフォワード クラウド請求書

トライアル期間の残日数が表示
トライアル期間中の事業者については、以下のように、各帳票の一覧画面上にトライアル
期間の残日数が表示されます。

26

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/invoice/news/new-feature/20220216.html

トライアル期間が終了すると、以下のようなメッセージが表示されます。
有料プランをご契約になる場合は、
サービスTOPページ（https://biz.moneyforward.com/）からログインしてお申し込み
ください。

https://biz.moneyforward.com/support/invoice/news/new-feature/20220216.html
https://biz.moneyforward.com/
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# 9

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 ＞ 管理設定 ＞ 従業員 ＞ 従業員一覧
マネーフォワード クラウド債務支払 ＞ 管理設定 ＞ 従業員 ＞ 従業員一覧

「従業員一覧」の所属部門数を拡張
今まで4部門しか登録できなかった所属部門が、
所属部門と役職を1名に対して最大10個まで設定できるようになりました。

28

対象｜ 

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/20220208.html
 https://biz.moneyforward.com/support/payable/news/new-feature/20220208.html

マネーフォワード クラウド経費を「管理」権限でご利用中のお客さま   もしくは
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

https://biz.moneyforward.com/support/expense/news/new-feature/20220208.html
https://biz.moneyforward.com/support/payable/news/new-feature/20220208.html
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# 10 

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 ＞ 事業者設定 ＞ 基本設定

支払先口座番号のマスキング設定リリース（1/2）

■機能の詳細
「事業者設定」＞「基本設定」
内に「支払先口座番号のマスキ
ング設定」を追加しました。

「支払先口座番号のマスキング
設定」の「編集」をクリック
し、「する」「しない」のいず
れかを選択して保存すると、マ
スキング設定が行えます。

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/payable/news/new-feature/20220217.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

https://biz.moneyforward.com/support/payable/news/new-feature/20220217.html


マネーフォワード クラウド債務支払 ＞ 管理設定 ＞ 事業者設定 ＞ 基本設定

支払先口座番号のマスキング設定リリース（2/2）

31

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/20220217.html

「する」に設定した場合

「支払先口座番号のマスキング設定」を「する」に設定すると、ユーザーの権限ごとに確認できる支払先口座
番号の桁数が異なります。

「しない」に設定した場合

ユーザーの権限に関わらず、支払依頼の支払先選択時に
口座番号はマスキングされません。

■一般権限・承認権限
支払先口座番号がマスキングされるた
め、下3桁は確認できません。

■管理権限
申請承認時や経理業務画面で
の内容確認時は、マスキング
が解除されて支払先口座番号
を全桁確認できます。
申請者として支払依頼の支払
先を選択する際は、「一般」
「承認」権限と同様にマスキ
ングされます。

https://biz.moneyforward.com/support/payable/news/new-feature/20220217.html
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# 11 

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 ＞ テンプレート

テンプレート作成機能をリリース
テンプレート機能では、お客さまにてアップロードしたPDFファイルに、あらかじめ押印
位置や入力項目を設定できます。
似た内容の契約書を作成・申請する際の作業効率が向上します。

33

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

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/n014.html

■「テンプレート」画面の使い方
https://biz.moneyforward.com/support/contract/guide/template-guide/g026.html

■機能の詳細
「テンプレート」画面で、お客さまにてアップ
ロードしたPDFに、以下を設定できます。

● 押印位置の指定
● テキストボックス
● チェックボックス
● カレンダー

https://biz.moneyforward.com/support/contract/news/new-feature/n014.html
https://biz.moneyforward.com/support/contract/guide/template-guide/g026.html


電子契約申請時の項目に
「カレンダー」「チェックボックス」を追加

ご利用用途にあわせた電子契約の申請・送信が可能になりました。

34

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/n015.html

カレンダー

「テキストボックス」の「カレンダーを入力」を
チェックします。
ワークフローの承認者が入力をする場合は「自社承
認者」を、申請時に入力する場合は「あなた」を選
択します。

チェックボックス

入力必須項目にする場合は「必須」にチェックをい
れます。
ワークフローの承認者が入力をする場合は「自社承
認者」を、申請時に入力する場合は「あなた」を選
択します。

マネーフォワード クラウド契約 ＞ 書類の申請 ＞ 押印位置の指定

対象｜ マネーフォワード クラウド契約を単体契約でご利用中のお客さま

https://biz.moneyforward.com/support/contract/news/new-feature/n015.html


相手方による押印を省略した
「同意」による契約締結機能をリリース

必要に応じて相手方の印影のあり・なしを選択することができます。
※印影を省略した場合でも、電子契約には改ざんが不可能な電子署名とタイムスタンプが付与されます。

35

「単体契約」でご利用中のお客さま
書類の申請画面の「ワークフローの選択」で、印影の あり・なしを選べます。

「マネーフォワード クラウドの有料プラン」でご利用中のお客さま

書類の送信画面の「送信先の設定」で、印影の あり・な
し を選べます。
印影「なし」を選択すると、「押印位置の設定画面」で相
手方の印影が表示されません。

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/n013.html

マネーフォワード クラウド契約 ＞ 書類の申請

■電子契約の書類を申請・送信する方法（単体契約版）
https://biz.moneyforward.com/support/contract/guide/documents-guide/g005.html

■電子契約の書類を送信する方法（有料プラン版）
https://biz.moneyforward.com/support/contract/guide/documents-guide/g021.html

https://biz.moneyforward.com/support/contract/news/new-feature/n013.html
https://biz.moneyforward.com/support/contract/guide/documents-guide/g005.html
https://biz.moneyforward.com/support/contract/guide/documents-guide/g021.html
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# 12

マネーフォワード
クラウドPay for Business



マネーフォワード クラウドPay for Busines  ＞ 設定 ＞ ユーザー 

ユーザーのロール（権限）を設定可能に
これまで、ユーザーのロール（権限）は「管理者」のみでしたが、「一般」ロールを追加
したことにより、ユーザーごとに編集や閲覧範囲の制限が可能になりました。
ユーザーのロールは「管理者」と「一般」の2種類となります。

37

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/biz-pay/news/new-feature/20220121.html

■ユーザーのロール（権限）について
https://biz.moneyforward.com/support/biz-pay/faq/user-faq/f064.html

■ユーザーのロール（権限）の変更方法
https://biz.moneyforward.com/support/biz-pay/guide/user/g068.html

ユーザー権限 利用範囲

管理者 すべての情報の閲覧・管理が可能

一般 紐づいているカードの情報のみ閲覧可能

https://biz.moneyforward.com/support/biz-pay/news/new-feature/20220121.html
https://biz.moneyforward.com/support/biz-pay/faq/user-faq/f064.html
https://biz.moneyforward.com/support/biz-pay/guide/user/g068.html
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# 13 

STREAMED



STREAMEDウェブ版 ＞ 医療費

医療費の出力形式について「EPSON」に対応

39

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/10959#import_7 

EPSONに医療費をインポートできる形式で、ファイルが出力可能となりました。

https://streamedup.com/help/10959#import_7


STREAMEDウェブ版 ＞ 医療費

医療費の他口座へ複数まとめて移動が可能に

40

これまで他の対象者への移動は1件ずつの移動のみでしたが、複数まとめて移動ができる
ようになりました。
アップロード時に間違えてアップロードしてしまった場合でも、手間をかけず移動する
ことが可能です。



41

# 14 

Manageboard



Manageboard

標準レポートのCSV出力機能を追加
標準レポートに「CSV出力」の機能を追加しました。

これにより、標準レポートはPDFだけでなく、CSVでも出力可能となりました。
CSV出力が可能になることで、レポートを自由に加工いただけます。
CSV出力は、標準レポート画面右上の設定＞CSV出力から可能です。

42



Manageboard

カスタムテーブルの勘定科目に
タグの表示機能を追加

カスタムテーブルにおいて、勘定科目の下に任意のタグを表示可能となりました。

43

・タグとは部門や補助科目などを指します。
・1つの勘定科目に表示できるタグ数は20個です。
・タグ表示は各勘定科目の右端、縦3点リーダーをクリックして設定できます。
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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。


