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クラウド会計ソフトで会計業務をカンタンに  

本資料20ページ目に有料プランが30日間無料で使える限定クーポンがございます 

法人向け 

※個人事業主の方は 

MFクラウド確定申告
をご覧ください 
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MFクラウド会計とは 
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MFクラウド会計とは？ 

マネーフォワードが提供する「MFクラウド会計」は多くのユーザー様から支持されている

クラウド会計ソフトです。 
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MFクラウド会計は2014年にサービス

を開始。会計以外にも7つのサービス

を展開。国内50万以上のユーザーに

ご利用いただいています 

シリーズ累計 

ユーザー数 

50万以上 

「現在事務所で使っているクラウド会

計ソフト」「顧問先に導入済または導

入予定のクラウド会計ソフト」「新規

に顧問先に一番勧めたいクラウド会計

ソフト」の3部門すべてで1位を獲得 

会計事務所 

支持率No.1 

既存の会計ソフトだと非対応なMac

にも対応しており、多くのMacユー

ザーから選ばれています 

Windows／ 

Mac対応 ※ 

※2017年6月 株式会社実務経営サービス（東京・豊島）調べ 
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MFクラウド会計で期待される効果 
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会計業務にかかる時間が 

約5分の1に短縮 

従来の会計ソフトを使った場合 

22 
時間／月 

4 
時間／月 

を使った場合 

18 
時間／月 

12 
ヶ月 ￥ ¥ 2,000 

（平均時間単価） 
¥ 432,000 

の導入で年間 43万円のコスト削減！ 
（当社調べ） 

会計業務にかかる時間  
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よくある会計業務の課題 

難しいうえに時間もコストもかかる。本来やるべき他の業務に着手できない… 
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税理士とのデータ共有に 

手間がかかる 

バージョンアップが 

面倒・費用がかかる 

入力が大変で 

時間がかかる 

別のPCから 

データが見られない 
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クラウド会計ソフトの特徴 

会計にかかわる作業時間を大幅削減！会計業務効率化により生産性の向上にもつながります 
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リアルタイムに 

データ共有が可能 

法令改正も 

無料で対応 

自動化によって 

作業効率を大幅に改善 

ネットにつながれば 

端末問わず利用可能 
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MFクラウド会計の強み 

高い技術力、強固なセキュリティ、万全のサポート体制で 

クラウド会計ソフトの中でも非常に高い評価を受けています 
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明細データ取得・勘定科目の仕訳

入力・バージョンアップ等あらゆ

る機能を徹底的に自動化 

自動化 

電話・メール・チャットとお客様

の用途に合わせたサポート体制を

ご用意しております 

サポート 

金融機関と同レベルのセキュリ

ティで皆さまのデータをお守りい

たします 

セキュリティ 

3 2 1 
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MFクラウド会計の強み「自動化」（1/2） 

・銀行やクレジットカードの取引明細データを自動で取得 

・取得した取引明細に対応する勘定科目を自動で提案 

・さらに一度確定した内容は自動で学習 
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自動取得  自動学習  自動仕訳  

MFクラウド会計上で登録いただいた認証情報を利用し、

金融関連サービスの公式サイトから取引明細情報を取得

します。 

自動取得した取引明細を一覧化し、それぞれに対応する

勘定科目を自動で仕訳します。 

仕訳ルールは登録するほど学習され、自動仕訳の精度が

向上します。 

取得した取引明細をMFクラウド会計 

上で自動的に一覧化して表示 

登録された認証情報を 

利用して定期的に取引明細を 

自動取得 取引明細から推測し、 

勘定科目を自動仕訳 

金融関連サービスの 

公式サイト 

金融関連サービスの

WEB認証情報をMFク

ラウド会計上で登録 

登録ボタン
を押すだけ 

正しい 
仕訳ルール
を登録 

勘定科目が 

正しくない 

場合 

勘定科目が 

正しい場合 

正しい 

勘定科目を 

仕訳 

次回 

以降 
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MFクラウド会計の強み「自動化」（2/2） 

自動取得できる対応金融関連サービスは全3,626件。 

国内クラウド会計ソフトNo.1の対応数！（2017年7月末。マネーフォワード調べ） 
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銀行 
（全3,398口座） 

カード 
（全134口座） 

電子マネー 
（全32サービス） 

通販 
（全8サービス） 

ビジネス 
（全36サービス） 

サービス連携 
（全1サービス） 

三菱東京UFJ銀行  

三井住友銀行  

みずほ銀行  

楽天銀行  

ジャパンネット銀行  

ゆうちょ銀行  

住信SBIネット銀行  

りそな銀行 

じぶん銀行 

セブン銀行 

新生銀行 

ソニー銀行 

地銀、信用金庫、JA

他多数 

アメリカン・エキス
プレスカード 

JCBカード  

三井住友VISAカード  

楽天カード  

セゾンカード  

オリコカード  

ビューカード  

MUFGカード 

イオンカード 

JPBankカード 

DCカード 

ニコスカード 

UCカード 

ライフカード 

nanaco  

モバイルSuica  

WAON 

au WALLET 

おさいふPonta 

JCBデビットカード 

スターバックスカー
ド 

ソフトバンクカード 

LINE Pay 

楽天Edy 

Amazon.co.jp  

楽天市場 

Yahoo!ショッピング 

ASKUL 

LOHACO 

ソロエルアリーナ 

たのめーる 

モノタロウ 

クラウドワークス 

ランサーズ  

Coiney  

Square  

楽天スマートペイ  

EC-Orange POS  

A8.net  

BASE  

STORES.jp 

Airレジ 

スマレジ 

POS+ 

ユビレジ 

USEN Register 

ラクレジ 

ScanSnap 



© Money Forward, Inc. 

MFクラウド会計の強み「サポート」 

万全のサポート体制で安心・安全にご利用いただけます 
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電話サポート 

導入をご検討中の方や、 

導入後のご不明な点は、 

お気軽にお電話ください。 

メールサポート 

無料のメールサポートは 

24時間受け付けております。 

チャットサポート 

リアルタイムサポートも 

無料で受け付けています。 

言葉では伝わりにくいよう

な内容もチャットで詳細に

お伝えすることが可能です。 

訪問サポート（有料） 

MFクラウド会計のエキス

パートが、お客さまの要望

を直接お伺いしながら設定

作業とデモンストレーショ

ンをさせていただきます。 
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MFクラウド会計の強み「セキュリティ」 

金融機関と同レベルのセキュリティで皆さまのデータをお守りします 
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大手金融機関による出資 

複数の大手金融系企業から

信頼を受け、出資いただい

ています。 

『ISO 27001』（ISO/IEC 27001:2013、JIS Q 27001:2014： 

情報セキュリティマネジメントシステム）（ISMS）の認証も取得しております。 

セキュリティマーク取得 

個人情報保護第三者認証 

プログラムのグローバル 

スタンダードであるTRUSTe

の認証を取得済です。 

暗号化して厳重に管理 

お客様のメールアドレスや

口座へのアクセス情報は暗

号化して厳重に管理してい

ます。 

取引暗証番号は不要 

必要な情報は、取引明細を 

確認するために必要なIDと 

パスワードのみ。クレジッ

トカード番号も不要です。 
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他社会計ソフトとの比較（1/2） 
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MFクラウド会計 
（クラウド会計ソフト） 

A社 
（クラウド会計ソフト） 

B社 
（パッケージ型会計ソフト） 

価格 

■ライトプラン 

月額1,980円／ 

年額21,780円（税抜） 

■ベーシックプラン 

月額2,980円／ 

年額32,780円（税抜） 

（ベーシックプランは3部門以
上の設定、 電子証明書口座の
自動連携 機能等を搭載） 

■ライトプラン 

月額1,980円／ 

年額19,800円（税抜） 

■ビジネス 

月額3,980円／ 

年額39,800円（税抜） 

■エンタープライズ 

要問い合わせ 

■セルフプラン 

年額42,120円（税込） 

■ベーシックプラン 

年額42,120円（税込） 

■トータルプラン 

年額57,240円（税込） 

明細データの自動取得 ◎ ○ ○ 

乗り換え対応 ○ ○ × 

Mac対応 ○ ○ × 

電子証明書ログイン 

口座の自動取得 

◎ 
1,095金融機関 

特許出願中 
※ベーシックプランのみ利用可 

◯ 

100種類以上 

 

△ 

他サービスの利用が必須 

 

電話サポート ○ × 
セルフプラン✕ 

ベーシックプラン◯ 

トータルプラン◯ 

バージョンアップ 無料（不要） 無料（不要） 有料（必要） 
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他社会計ソフトとの比較（2/2） 

同じ自動取得でもサービスによってデータ取得の頻度が異なって

おり、反映スピードに大きな差が出ます。 

例えばクラウド型会計ソフトを提供するA社の場合、クレジット

カードの請求額が確定したタイミングで明細データの取得を行う

ため、最新のクレジットカードの明細情報が取得できません。 

一方MFクラウド会計は毎日クレジットカードの明細情報を取得し

ているため、明細情報をリアルタイムに把握することができます。 
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リアルタイムに明細情報の把握が可能 

インターネットバンキングの法人口座で主流となっている電子証

明書ログインが必要な口座の明細データの自動取得にもクラウド

型会計ソフト業界で初めて対応しております。 

また対応金融機関も1095金融機関と、多くの金融機関に対応して

います。 

当社が開発した『MFクラウド電子証明書連携ソフト』（特許出願

中）をユーザーの皆さまのパソコンにインストールしていただく

ことで、定期的に取引明細を自動取得していただくことが可能に

なります。 

 

電子証明書ログインの自動取得に対応  

A銀行 

パスワード 

を入力 

電子証明書 
A銀行○○○○○★ 

電子証明書 
連携ソフト 

MFクラウド 

会計 
A社 

自動取得 ◎ ○ 

取得頻度 毎日 
請求額が確定 

したタイミング 



© Money Forward, Inc. 

他社会計ソフトからの乗り換え 

他社会計ソフトからのデータインポートに数多く対応。 

簡単にMFクラウドへの乗り換えが可能です。 
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弥生会計、会計王、勘定奉行、やるぞ！青色申告、freee、JDL、PCA、財務応援、ミロク、

A-SaaS、CASH RADARからの仕訳データインポートに対応しています。 

A社 

対応各社のソフト上で、 

指定データをエクスポート 

MFクラウド会計上で、 

指定データをインポート 

「勘定科目」「開始残高」「仕訳」をインポートできます 
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分析アプリに対応 

分析アプリを使って、いつでもどこでも 

キャッシュフロー分析や収益・費用分析ができます。 
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会社の経営状況を簡単に把握することができるiPhone／Androidアプリに対応。 

キャッシュフロー分析、収益・費用分析、口座別の残高確認がアプリで行えます。 
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導入事例のご紹介（1/2） 
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導入前 導入後 

ウォンテッドリー株式会社 

鈴木 希 様 

会社の数字を共有できない 

• 記帳代行を税理士に依頼。事前に仕訳の

ルールを決めていても、税理士との間で

解釈のズレが生じ、そのたびに電話や

メールで連絡を取るのはお互いにストレ

スフルで、無駄な時間だった。 

• インストール型のソフトを使用。経理の

情報が自分のPCにしかなく、役職者や、

監査法人などの外部の関係者が常時確認

できない環境だった。 

税理士が使いやすい会計ソフト 

• 仕訳入力を税理士と一緒に試した中で使い勝手

がよかった。仕訳入力は基本的にはアウトソー

スなので、「税理士が使いやすいか」というの

も経理ソフトを選ぶ上で重要なポイント。 

• クラウド上でデータが共有されるので、監査時

の情報共有の手間が大幅に削減。現在は、監査

役、会計事務所、IPOコンサルティング、監査

法人にアカウントを共有して使っている。 

株式会社久松農園 

久松 達央 様 

本業に集中できない 

• 農業は、日中畑仕事をしているので銀行

に行けないため、銀行口座の取引明細が

確認できないことが不満だった。 

• 月1回手渡しした領収書情報を税理士がイ

ンストール型の会計ソフトに手入力。税

理士に渡すまで1ヶ月間領収書を保管しな

ければならないことが手間だった。 

会計業務の心理的な負担を軽減 

•  金融機関における取引明細データが自動でMF

クラウド会計に取り込まれ、各取引の勘定科目

が自動で仕訳される。 

• 1週間ごとに領収書を渡しつつ、 現金で買った

ものはスキャンしてクラウド上で共有。その

データを税理士が確認してMFクラウド会計に入

力。本来考えるべきことに集中できるように

なった。 
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導入事例のご紹介（2/2） 
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導入前 導入後 

備長炭や IKORU 

木村 和詩 様 

売上分析に手をつけられないまま経営 

• POSレジを使用していたが、扱いが難し

く、売上情報といった経営に役立つデー

タの吸い上げを行っていなかった。売上

分析に手をつけられないまま、店舗の運

営をずっと続けていた。 

• 月末で会計を締めて書類のやり取りを行

い、仕訳する。こうした一連のやり取り

を1ヶ月くらいかけて行っていた。 

スピーディーに経営判断を下せるように 

• クラウド型レジシステムとMFクラウド会計に

よって、その日にどれだけ売上があったがが分

かるようになり、スピーディーに正しい経営判

断を下せるようになった。 

• 金融機関やレジシステムと連動しているMFクラ

ウド会計を使うことで、正しい金額で入金され

ているのかどうかリアルタイムに把握でき、今

後の経営に対しての打ち手が早くなった。 

アグリマス株式会社 

小瀧 歩 様 

手間と人件費がかかっていた 

• ベンチャーで、社員数も少なく、資金に

余裕もない会社が月次の会計処理に対応

することは非常に大変。既存の仕組みだ

と限界があり、結局月次の会計処理が締

まるまでに1ヶ月以上掛かっていた。 

• 領収書やレシートについて、「これは

何？」と都度質問を受けたり答えたりし

て、かなりの時間を取られていた。 

管理部門のコストを大幅に削減 

•  自動取得・仕訳機能によって会計処理が行われ、

足りない部分は税理士へ依頼しているため、月

次の会計処理のために資料を作成するというこ

と自体が不要に。手間と人件費が大幅に削減。 

• 銀行口座の明細情報やクレジットカードの利用

履歴などが自動的に取り込まれて仕訳。自働化

により月次の会計資料の作成が省力化ができた。 
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価格について 
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フリープラン ライトプラン ベーシックプラン 

月額プラン（税抜） 0円 /月 1,980円 /月 2,980円 /月 

年額プラン（税抜） ー 21,780円 /年 
月額より1,980円オトク 

32,780円 /年 
月額より2,980円オトク 

仕訳件数 50件まで 無制限 無制限 

こんな方にオススメ 
・ 従業員5名未満の会社に 

・ 創業間もないスタートアップに 
・ 経理業務を兼務している社長に 

・ 従業員5名以上の中小企業に 
・ 経理担当者がいる会社に 

・ 人出が足りないバックオフィス部門に 

初期費用 無料 無料 無料 

金融機関連携自動取得 ◯ ◯ ◯ 

各種仕訳入力 ◯ ◯ ◯ 

各種会計帳簿 ◯ ◯ ◯ 

決算申告 ◯ ◯ ◯ 

仕訳データのエクスポート × ◯ ◯ 

電子証明書連携ソフト利用 × × ◯ 

登録可能な部門数 2部門 2部門 無制限（2階層） 

仕訳入力の期間制限機能 × × ◯ 

取引No.の振り直し × × ◯ 

MFクラウドストレージ 100MB 100MB 10GB 

総合振込の明細単位での取得※ × × ◯ 

※【法人】三菱東京UFJ銀行（電子証明書）、【法人】徳島銀行、【法人】福井銀行、【法人】北洋銀行、【法人】広島銀行に対応。（2017年7月末時点） 



© Money Forward, Inc. 

限定クーポン 
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資料をダウンロードされた方への限定プレゼント 

有料プランに加入しなくても無料期間30日分お使いいただけます！ 

下記クーポンコードを入力してMFクラウド会計をぜひご体験ください。 

【ご利用方法】 

① MFクラウド会計のトップページへ

（https://biz.moneyforward.com/）移動してください 

② 画面右上の「新規登録（無料）」ボタンをクリックすると「MFクラウ

ド会計・確定申告に無料で登録する」ページに遷移します 

③ 業務形態の「法人」にチェックをし、「プロダクトキー・クーポン

コードを持っている」にチェックを入れ、上記の16桁のクーポンコード

を入力してください 

限定クーポンコード 

（法人向けベーシックプラン） VDLB-ZRN4-6S39-GFT8 

【ご注意事項】 

※「個人事業主」として登録されている方は上記クーポンコードをご利用いただけません 

※上記クーポンコードは弊社都合によりやむを得ず利用不可となる場合がございます点をご了承

ください 

※過去に一度もクレジットカード登録を行ったことのないユーザー様が対象となります。対象外

のユーザー様がクーポンコードを利用した場合、クーポンコード利用によって付与された30日分

の無料期間を無効化させていただきますためご注意ください 
MFクラウド会計・確定申告に無料で登録する画面

（https://biz.moneyforward.com/registration/new?from=top_show_header ） 
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メニュー一覧・印刷可能帳票一覧 
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メニュー 
印刷
可能 

帳簿 

自
動
で
仕
訳 

連携サービスから入力 ー 

請求書から入力 ー 

給与から入力 ー 

手
動
で
仕
訳 

振替伝票入力 ー 

簡単入力 ー 

仕訳帳入力 ー 

取引から入力 ー 

会
計
帳
簿 

仕訳帳 ○ 

現預金出納帳 ○ 

総勘定元帳 ○ 

補助元帳 ○ 

残高試算表 ○ 

推移表 ○ 

部門別集計表 ○ 

前期比較 ○ 

帳簿管理 ー 

メニュー 
印刷
可能 

帳簿 

レ
ポ
ー
ト 

キャッシュフローレポート ー 

収益レポート ー 

費用レポート ー 

得意先レポート ー 

仕入先レポート ー 

財務指標（β） ー 

外部サービス ー 

決
算
・
申
告 

固定資産台帳 ○ 

消費税集計 ※1 

決算書 ※2 

達人シリーズ連携 ー 

次年度繰越 ー 

デ
ー
タ
連
携 

新規登録 ー 

登録済一覧 ー 

電子証明書連携ソフト ー 

メニュー 
印刷
可能 

帳簿 

各
種
設
定 

事業所 ー 

開始残高 ー 

勘定科目 ー 

税区分 ー 

部門 ー 

タグ ー 

摘要辞書 ー 

仕訳辞書 ー 

取引先 ー 

他社ソフトデータの移行 ー 

そ
の
他
業
務 

MFクラウドストレージ ー 

請求書作成 ー 

給与計算 ー 

マイナンバー管理 ー 

経費精算 ー 

資金調達 ー 

経営分析 ー 

※1 消費税は、・勘定科目別税区分集計表・税区分集計表の帳票が印刷可能です。 
※2 決算書は、・決算書表紙・販売費及び一般管理費内訳書・製造原価報告書・株主資本等変動計算書・個別注記表の帳票が印刷可能です。 
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よくあるご質問 
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Q.  専用ソフトは必要ですか？ 

A. 必要ありません。 

お使いのインターネット・ブラウザでお使いいただけます。なお、

推奨環境以外からのご利用される場合には、表示が崩れたり、一部

機能がお使いいただけない可能性があります。 

Q.  データ連携はどういうメリットがありますか？ 

A. 仕訳入力が、簡単かつ確実になります。 

 金融機関や各種サービスを連携すると、明細が仕訳候補の形で取り

込まれ、そのまま簡単に登録できます。 

Q.  共有するメンバーごとに、アクセス権限を設定でき
ますか？ 

A. はい、できます。 

各メンバーごとに「入力のみ」「閲覧のみ」など、権限をカスタマ

イズすることができます。 

Q. 複数人で使えますか？ 

A.  複数人でのご利用が可能です。 

無料で何名様でもメンバーを追加することが可能です。メンバーと

して登録いただくことで、同じ事業所のデータを複数人でご確認い

ただけます。 

Q.  部門別会計には対応していますか？ 

A. はい、対応しています。  

ライトプランは、2部門1階層までの部門を設定でき、試算表等の機

能を部門別で表示できます。ベーシックプランは、無制限部門2階

層までの部門設定が可能です。 

Q. 口座情報のセキュリティは安全ですか？ 

A. はい、できます。 

本サービスは、セキュリティを第一にシステムを構築・運用してい

ます。システムの安全性を確認する為に定期的に自社内におけるセ

キュリティ確認のみならず、外部のセキュリティ脆弱性評価会社か

らの第三者診断を受けてサービスを提供しています。安心してご利

用ください。 
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マネーフォワードについて 
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会社概要 

社名 株式会社マネーフォワード 

設立 2012年5月 

事業内容 インターネットサービス開発 

累計資金調達額 約48億円 

本社 東京都港区 

支店 大阪支店、福岡支店、名古屋支店、札幌支店、仙台支店、京都支店 

主要株主 

22 
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代表プロフィール 

辻 庸介（つじ ようすけ） マネーフォワード代表取締役社長CEO 

23 

2001年京都大学農学部を卒業 

ソニー株式会社、マネックス証券株式会社を経て、2011年にペンシルバニア大学ウォートン校MBA修了。 

2012年株式会社マネーフォワード設立。  

2014年1月ケネディ米大使より、「将来を担う起業家」として米国大使館賞受賞。 

一般社団法人 新経済連盟 幹事 

一般社団法人 BusinessIT推進協会 代表理事  

2014年02月 独立行政法人 中小企業基盤整備機構主催 
 「ジャパンベンチャーアワード2014」 JVA審査委員長賞  

2014年03月 株式会社電通国際情報サービス主催 
 「金融イノベーションビジネスカンファレンスFIBC2014」大賞 

2014年12月 株式会社NTTデータが主催する「第1回 豊洲の港から Presents 

 オープンイノベーションコンテスト」において最優秀賞 

2015年12月 「Google Playベストアプリ」2年連続受賞（2013年は入賞）  

2015年12月 マネーフォワードが、Google Playのトップデベロッパーに認定 

2015年12月 日本で唯一のRuby on Railsコミッター 兼 Rubyコミッター  
 松田明氏がマネーフォワード技術顧問に就任 

2015年12月 「第1回 Ruby biz グランプリ」にて特別賞を受賞  

2016年2月 日本初のフルタイムのRubyコミッター職というポジションを設置 

 

受賞歴  技術への貢献  

代表プロフィール  
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提供サービス 
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家計管理をラクにする 
賢い“自動”家計簿 

会計などのバックオフィス業務を 
ラクにするクラウドサービス 

リリースから2年で 

50万ユーザーを突破！ 

リリースから4年で 

500万ユーザー突破！ 

個人向け家計簿・資産管理サービス ビジネス向けクラウドサービス 
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MFクラウドシリーズのご紹介 
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クラウドって何？ 

データを自分のパソコンや携帯端末などではなく、インターネット上に保存するサービスのことです。

会社、外出先、自宅などのさまざまな環境で、インターネットがつながるデバイス（パソコンや携帯電

話、スマートフォン）からクラウドの中にあるデータを閲覧、編集、アップロードすることができます。

また、複数人でクラウド上のデータ共有ができる点も特徴です。 

26 

これまでのソフトウェア  
（インストール型）  

これからのソフトウェア  
（クラウド型）  
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クラウドを利用する企業は年々増加（1/2） 

新規システムの導入時クラウドを検討する企業は8割 

国内のクラウド市場は2014年度7,749億円と前年度比23.8%増加して急成長を続けており、ユーザーの新

規ビジネスにおけるクラウド活用や社内既存システムのクラウド移行の持続的な需要により、2019年度

には2兆円を超える市場規模に拡大すると予測されています。8割の企業が新規システムの導入時にクラ

ウドを検討、クラウドファーストの浸透が顕著になっています。 

 

27 

国内クラウド市場の成長率  

（出典）ＭＭ総研 国内クラウドサービス需要動向 2015年9月 
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クラウドを利用する企業は年々増加（2/2） 
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クラウドサービスの利用状況  

企業規模に関わらずクラウドの導入が進んでいます 

クラウドサービスの利用は大企業だけにとどまらず、広く中小企業へと利活用が広がっています。資本金

規模別のクラウドサービスの利用率を見ると、企業規模にかかわらず、わずか1年で目に見えて利用率が

上昇していることがわかります。 

（出典）総務省「平成27年通信利用動向調査」 
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なぜクラウドなの？ 
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データを自動バックアップ 

端末の破損や紛失、災害時も安心 

リアルタイムにデータ共有が可能 バージョンアップも無料で対応 

時間と場所、端末を選ばず利用できる！ 

インターネットにつながれば 

端末問わず利用可能 
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MFクラウドシリーズ 
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本業に専念できない 

経理・労務などのバックオフィス業務に 

多くの時間がとられるため、 

本業に回す時間が少なくなってしまう 

経理・労務業務をクラウドで完結。 

バックオフィス向けソリューション 

こんな課題をお持ちの方にオススメです  

経営状況が見えない 

経営数字をリアルタイムに把握できないため、

確かな経営判断が困難。 

また、先を見据えた経営もできない 

会計業務 請求書作成 経費精算 給与計算 マイナンバー収集 資金調達 



© Money Forward, Inc. 

シリーズで利用することでさらに効率化 

MFクラウドシリーズ間のデータ連携により 

営業・会計・給与業務の効率化を図ることができます。 
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営業業務  会計業務  給与業務  

経費清算 

経費精算データの仕訳を自動作成 

入金消込 

自動消込 

売掛発生および 
入金予定の仕訳
を自動作成 

全社・部門単位で 
給与仕訳を自動作成 

源泉徴収票等に 
マイナンバーを 

自動連動 

請求書発行 

マイナンバー収集管理 

給与計算・社会保険事務 

立替経費を自動作成 
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料率・税率を自動で 

アップデート 

MFクラウド給与の特長 
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保険料率や税率の自動アップデートや、簡単データ共有により 

担当者の工数を大幅に削減することができます。 

また、Web給与明細も搭載しているため、 

紙代も印刷代も配布の手間もいりません。 

あの面倒な給与計算が3ステップで完了 

M Fクラウド給与の特長  

スマホでも 

給与明細が 

見られる 

パソコン・スマホで 

給与明細を確認 

クラウド型 

勤怠管理ソフトと連携 

給与計算から振込まで

オンラインで完結 
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MFクラウドマイナンバーの特長 

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 

33 

複雑なソフトは使いたくない 情報漏えいは絶対に避けたい マイナンバーの収集が手間だ 

万全の体制で堅牢な 

セキュリティを担保 

すべてクラウド上で完結 

管理がラクに 

本人確認はスマホで 

撮影したデータでOK 

中小企業、個人事業主向けのマイナンバー管理システム。 

収集から破棄まですべてクラウド上で完結し、 

管理をラクにします。 

マイナンバーの収集・管理・廃棄を、簡単・安全に！ 

このようなお困り事はありませんか？  



© Money Forward, Inc. 

MFクラウド経費の特長 
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面倒だった経費精算にかかる時間を 1/10※ に 

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 

経費データから 

仕訳データを連動 

※当社調べ 

移動時などのちょっとしたスキマ時間に経費の申請&承認。 

レシート内容の自動読み取りやクレジットカード連携など、 

手入力の手間を徹底して省きます。 

スマホでできる経費精算システム 
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MFクラウド請求書の特長 
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毎月の定常作業が手間 請求書の送付コストがかかる 請求書作成に時間がかかる 

毎月の請求書は 

定期発行で自動作成 

メール送付で請求書の 

送付コストを削減 

自動入力で請求書の 

作成が簡単に 

※ 

※当社調べ 

フォーマットを埋めるだけでカンタンに作成でき、 

ワンクリックで送付完了。 

そのほかにも便利な機能満載で業務効率UP！ 

個人から企業まで請求書をもっとスマートに 

毎月の請求書業務、このようなお困り事はありませんか？  

MFクラウド請求書への切り替えで78％のコスト削減に成功！ 



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。 

「 M F クラウドシリーズ」が目指す世界  

本資料に記載された情報はマネーフォワードが信頼できると判断した情報源を元に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、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、2017年末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、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マネーフォワードに帰属し、 事前に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
工することは堅く禁じられています。 


