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経理も労務もバックオフィスをまとめて自動化！

まずはお試し1ヵ月間無料！  ※詳細は本資料13ページ目に記載
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会計ソフト導入経験者が教える失敗ポイント3つ

2

でパッケージソフトは場所が限定されるため、会社の PCでしか利用できな
く、テキストテキストテキストテキストテキストテキスト

利用環境やデバイス制限の失敗

1
• ソフトがインストールされている PCでしか使えなく不便だった。
• Macに対応していない会計ソフトだったので、買い直すことに。

利用環境やデバイス制限の失敗

3

• 会計事務所で推奨されていないソフトを使って選び直しに。
• 税理士、会計士とのデータ連携が煩雑で業務負担が大きかった。

税理士や会計士との連携の失敗

• 初期費用が思ったよりかかってしまった。
• 税制改正対応などでアップデート費用が発生した。

費用面での失敗

これらの失敗理由と防止策を解説していきます
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失敗例：利用環境やデバイス制限の失敗

3

なら

Macに対応していない会計ソフト

だったので、買い直すことに

デバイスにインストールする必要があるパッケージ版の会

計ソフトでは、利用環境に制限がかかるので

業務スピードが落ちてしまいます。

会計ソフトによっては Windowsしか対応していないもの

もあり、後から他OSに対応したい場合は別の対応ソフト

を用意する必要が出てきてしまいます。

クラウド型の会計ソフトを導入することで、

パッケージ版にあった制限がなくなりいつでも

どこでも利用することが可能になります。

OSはWindows対応のみではなく、Macでも利用可能な

ソフトを選ぶことで、利用環境にも制限がかからなく

安心です。

ソフトがインストールされている

PCでしか使えなく不便だった

失敗しないためには失敗例

制限がなく柔軟性のある

会計ソフトがベスト！

利用制限によって

柔軟な対応ができない…

クラウド型の会計ソフトを導入！

対応OSやセキュリティも

しっかりチェック！

クラウドサービスだから、いつでもどこでも利用可能！
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失敗例：税理士や会計士との連携の失敗

4

なら

会計事務所で推奨されていない

ソフトを使って選び直しに

税理士、会計士とのデータ連携が頻雑で

業務負担が大きかった

顧問会計士や税理士が利用している会計ソフトを

確認しておきましょう。

また、クラウド型会計ソフトの利用が可能かも確認できるとベ

ターです。

クラウド型の会計ソフトであれば、インストール不要でイン

ターネットが使えればどこからでもアクセスでき、

データ連携に余計な手間がかかりません。

会計事務所では対応できない会計ソフトだった場合、ソフ

トの見直しをしなければいけません。

データ連携をスムーズに行うためには導入選定の際に注

意が必要です。

電話打ち合わせのあと、書類の電子化やメールでの

データ送付など、やっていることはアナログ対応。

ITを使って手間を増やさないようにしたいものです。

※2017年6月 株式会社実務経営サービス（東京・豊島）調べ

失敗しないためには失敗例

連携先の会計ソフトを

事前確認！

外部とのデータ連携が

できないとストレス発生

対応可能な会計ソフトを

事前にチェック！

クラウド型会計ソフトなら

データ連携がスムーズ！

会計事務所の支持率No.1だから安心！
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失敗例：費用面での失敗
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なら

初期費用が思ったより

かかってしまった

税制改正対応などで

アップデート費用が発生した

そもそも初期費用がかかる、年間契約しかない、

無料期間が短いなど、ソフトによっては初期費用が

かさむケースも多々あります。

導入前に見落としがちなアップデート費用。

外部環境の変化でアップデートが必要になるため、有

料サポートへの加入が必要になったり、数年に

一度買い替えが必要になるソフトは注意が必要です。

初期費用が無く無料体験期間が長い会計ソフトなら、利用イ

メージ確認後に安心して導入できます。

契約後に利用者数の調整が可能かどうかもチェックして

おきましょう。

法令改正のアップデートなどもすべて無料で

自動対応してくれる会計ソフトが望ましいです。

失敗しないためには失敗例

契約条件や利便性も

事前確認！

契約内容に柔軟性がないと

あとから困る

初期費用の有無や

無料体験期間をチェック！

アップデート費用が発生するか

事前にチェック！

初期費用やアップデート費用は無料！
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マネーフォワード クラウド会計とは？
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いつでもどこでも

利用可能

「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

※2017年6月 株式会社実務経営サービス（東京・豊島）調べ

会計事務所

支持率No.1
初期費用や

アップデート費用が無料

クラウド型の会計ソフトなので、場所やデ

バイスを選ばず、いつでもどこでもリアル

タイムで情報の把握ができます。

初期費用が発生しないだけでなく、

クラウド環境を活かしてソフトが自動で

アップデートされます。

そのため法令改正時に余計な心配は無

用です。

「マネーフォワード 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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マネーフォワード クラウド会計の導入効果
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（当社調べ）

なら

導入により年間200時間以上を工数削減！

18
（時間/月）

12
（ヶ月）

×
216時間も削減できる！

年間の業務時間だと

ちなみに費用で計算すると…

\432,000

会計業務の工数削減効果

22
（時間/月）

4
（時間/月）

会計業務にかかる時間が

約5分の1に短縮

月間

18時間
の削減

216
（時間/年）

\2,000
（平均時間単価）×

導入前 導入後

会計業務の大幅な工数削減が可能！
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会計に紐づくバックオフィス担当者の課題
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バックオフィス業務は会計だけではない・・・！

なら

会計と連動する、給与計算や経費精算、営業担当者と連携が必要な請求書管理など

労務に関する給与計算やマイナンバー管理などさまざまな派生業務もバックオフィスの仕事です。

経営者の課題 経理の課題

バックオフィス業務を別々のツールで行うのは非効率・・・

売上も組織も拡大してきたの

で、給与計算や請求書発行、

労務系の管理ツールを導入し

たのはいいが、

ツール同士の連携ができない

ので集計の手間は減らなかっ

た……。

毎月社員からの上がってくる書

類不備や報告漏れがあったとき

の対応にすごく時間がかかる

……。

そのうえ各書類で使っている

ツールがバラバラなので照合に

も手間がかかっていてなんとか

したい……。

会計業務と連動するサービスで、まとめて管理が可能！
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「マネーフォワード クラウド」とは？

9

経理・労務業務をクラウドで完結できる

バックオフィス向けソリューション

サービスです。

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

なら

面倒な給与計算が
3ステップで完了

マイナンバーの収集
から管理・廃棄を
簡単・安全に

スマホでできる
経費精算システム

個人から企業まで
請求書業務を

効率化

柔軟性が高く、
サポートも充実の

会計業務の強い味方

バックオフィス業務の可視化・効率化を行い、経営状況を正しく把握！
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「マネーフォワード クラウド」のメリット
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営業
業務

給与
業務

会計
業務

売掛発生および

入金予定の仕訳を自動作成

経費精算データの

仕訳を自動作成

全社・部門単位で

給与仕訳を自動作成

立替経費を

自動作成

源泉徴収票に

マイナンバーを

自動連動

スキマ時間に簡単経費申請＆承認可能

レシート内容の自動読み取り機能付き

仕訳データとの連携で経理作業を大幅削減

環境に縛られずいつでも利用可能

自動同期で作業効率を大幅改善

法令改正も無料で対応

簡単作成でワンクリック送付

毎月決まった請求書は定期発行

自動入力で請求書作成を簡略化

給与計算を自動化して業務を効率化

保険料率や税率を自動・無料アップデート

年末調整もWeb上で完結

収集から破棄までクラウド上で完結

本人確認はスマホ撮影で負担なし

堅牢なセキュリティ担保

https://biz.moneyforward.com/registration/new?provider=wp&provider_info=vp_basic03
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導入事例

社員数は5倍でも、バックオフィス業務は

変わらず1人でまわせています

株式会社パルミー

代表　伊藤 貴広様

導入事例記事 https://biz.moneyforward.com/case/accounting/01027/

導入前 よかった点をまとめると

週1で出社している担当者が、スプレッド
シートを使って運用していたが、数年前から
お金を使う項目が増えていき処理が面倒
に。

請求書についても「Excelで1枚ずつ請求書
を作成してPDFにするのがしんどい」と担当
者から声が上がり、連携している会計ソフト
がよかった。

クレカの決済履歴を毎回入力しなくても自動反映
できるのは最も大きな利点。

スプレッドシート管理だった経費精算も、クラウド
経費を利用して各自申請後に会計と連携できて
いるのはありがたい点。請求書についても一括作
成できてラク。
創業当時と変わらない工数でバックオフィス業務
ができているのは効率化が進んでいるというこ
と。

データの移し替えが手間… 人が増えてもワンオペ処理が可能

11

https://biz.moneyforward.com/case/accounting/01027/
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導入事例

圧倒的なコミュニケーションコストの削減、作業負

担は2分の1に

株式会社東京通信社・さつき税理士法人

株式会社東京通信社　星野様　中山様 / さつき税理士法人　坂田様

導入事例記事 https://biz.moneyforward.com/case/accounting/1028/

導入前 よかった点をまとめると

税理士とのデータのやりとりはUSB、書類は
FAXか郵送というアナログなコミュニケーション
だった。
会社の規模が大きくなるにつれ、外注精算の
増加や給与計算データを毎月送るなどが手間
に。

会社の規模が変わっても使い続けられる会計
ソフトがよかった。

交通費を自動で算出し、定期区間を控除して計算
されるのは最高。

「マネーフォワード クラウド」上でツールが連携さ
れているので、経費や給与計算したデータを税理
士に送る手間がなくなった。
その結果データ連携がシームレスになってオペ
レーションが楽になった。

アナログで煩雑なオペレーションに危機感… データの自動連携でわかりやすい帳簿が完成

12

https://biz.moneyforward.com/case/accounting/1028/
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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。

「マネーフォワードクラウドシリーズ」が目指す世界


