
「マネーフォワード クラウド確定申告 for レオパレス21」をご利⽤いただき、
誠にありがとうございます。

本スタートアップガイドにて、ご利⽤いただく際の基本的な使い⽅や
サービス提供条件についてご案内させていただきます。

「マネーフォワード クラウド確定申告 for レオパレス21」のご利⽤にて、ご不明な
点などがございましたら、本スタートアップガイド　4・21ページに記載しております
「マネーフォワード クラウドコンタクトセンター」、まで、お気軽にお問合せください。
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マネーフォワード クラウド確定申告 for レオパレス21
スタートアップガイド

わからないことがあれば・・・
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　　　・ レオパレス物件情報のデータ連携

　　　・ 事業所の設定

　　　・ 勘定科目の設定

　　　・ 固定資産税台帳を作成
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【ご注意事項】
ここでご紹介している機能は、
代表的な機能となります。

確定申告を⾏う為には、ご利
用者様の事情により、その他
の作業が必要になることがあ
ります。

詳細は、サービスご利用後、
マネーフォワードWebサイト、
マネーフォワード クラウドサ
ポートをご確認ください。



マネーフォワード クラウド確定申告 for レオパレス21 は、オーナー様の確定申告をサポートして、
情報⼊⼒や⼿書きの⼿間を省いて、簡単に必要書類の作成ができるクラウド型の会計ソフトです。

賃料情報やメンテナンス情報、TSS積⽴⾦などの確定申告に必要な情報が
マネーフォワード クラウド確定申告 for レオパレス21 に自動的に反映されています。

あらかじめ、想定される不動産収⼊、経費などに仕訳を⾏っていますので、
毎年、⼿書きで書き写したり、会計ソフトに⼿⼊⼒されていた作業が無くなります。

銀⾏、クレジットカード、電⼦マネー、通販など、約3,600社から取引明細を
自動で取得できます。

【主な対応⾦融機関】

自動取得すると、⼊⼒の時間や⼿間が省けるのはもちろんのこと、⼊⼒ミスも無くせるので
作業効率が⾼まります。
（登録には、各⾦融機関などのWeb明細にログインする際のID・パスワードが必要）

取り込んだ取引明細は、勘定科⽬が自動提案されるので仕訳の⼿間が省けるとともに
仕訳ルールも学習してくれるので、使い込むほど、⼿間が要らなくなります。
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　　1.　マネーフォワード クラウド確定申告 for レオパレス21　概要

　特徴

1.ご所有のレオパレス管理物件の情報を反映

2.銀⾏⼝座やクレジットカードの登録で取引明細を取得
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確定申告時には、「確定申告書B」、
「⻘⾊申告決算書」を簡単に作成できます。

必要な資料、⼊⼒の流れなどが
「マネーフォワード クラウド確定申告 for レオパレス21」
に表⽰されるので、初めてのご利⽤でも安⼼です。

「マネーフォワード クラウド確定申告 for レオパレス21」 の操作⽅法・ご利⽤状況に関する
お問合せは、マネーフォワード クラウドコンタクトセンター でお受けいたします。

マネーフォワード クラウドコンタクトセンター の電話番号はサービス画面に記載されていますので、
そちらから、ご連絡ください。（サービス利⽤者様 限定の連絡先となります）

　　1.　マネーフォワード クラウド確定申告 for レオパレス21　概要

3.確定申告書を簡単に作成

　サービスの提供会社

会社名 株式会社マネーフォワード
設⽴年⽉⽇ 2012年5⽉
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　・マネーフォワード クラウド確定
　　申告サービスの提供・運営

　・マネーフォワード クラウド確定
　　申告サービス全般のお問合せ
　　対応

マネーフォワード クラウド確定申告サービスに関するお問合
せは、マネーフォワード クラウドコンタクトセンターまで(TELは
サービス画面記載)
biz.feedback@moneyforward.co.jp
受付時間　10:30〜17:00　※⼟⽇祝⽇を除く
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本社所在地 東京都港区芝浦3-1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワーS21F
代表者 代表取締役社⻑CEO　辻　庸介

　レオパレス21とマネーフォワードの役割分担について

　・クラスエルサービスの提供
　・クラスエルWebサイト運営
　・クラスエルサービス全般の
　　お問合せ対応

クラスエルサービス全般に関するお問合せは、
コンシェルジュデスクまで

受付時間　9:00〜18:00 ※当社指定休⽇を除く

mailto:biz.feedback@moneyforward.co.jp


マネーフォワード クラウド確定申告 for レオパレス21 は、以下の条件でご利⽤いただくことが可能です。
その他のクラスエルサービスとご提供条件が異なる点がございます。ご了承の上でご利⽤ください。

ご利⽤にあたり、クラスエルWebサイトにて、ご利⽤お申込みが必要です。

クラスエルWebサイトの上部「オーナー様サービス」メニューより、「確定申告サポート」から
「サポートを利⽤する」をクリックすると、「利⽤規約」が表⽰されますので内容をご確認の上、
「同意して進む」をクリックするとお申込みが完了します。

※1　ログインしていない場合は、「サポートを利⽤する」のクリック後にログイン画面が表⽰。
※2　アパートのご所有名義が法⼈のクラスエル会員様は、会計⽅法が異なる為、
　 　　サービスをご利⽤いただけません。法⼈向け会計ソフトについては、検討中となります。

2019年度（2020/2/17〜3/16）の確定申告は、無料でご利⽤いただけます。

マネーフォワード クラウド確定申告は、年8,800円からご利⽤いただけるサービスですが
レオパレス21では、電話サポートのついた年17,200円プランをオーナー様向けに
カスタマイズしております。
2020年度以降の確定申告については、サービスご利⽤状況を踏まえて、クラスエル会員様への
ご優待サービスとして、ご利⽤料⾦を設定させていただく可能性がございます。

まずは、無料サービスとなっておりますので、ぜひ、確定申告サポートをご利⽤ください。

マネーフォワード クラウド確定申告 for レオパレス21 は、クラスエルWebサイトから
ご利⽤いただけます。
ご所有の物件情報をデータ連携する為、クラスエルWebサイトにログインいただいて
次ページの流れでサービスページに移動いただく必要があります。

【ご注意】マネーフォワードWebサイト・アプリからは、ご利用いただくことができません。
メンバー追加を⾏うことで、マネーフォワードWebサイト･アプリからご利⽤可能です（詳細P22）。
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　　1.　マネーフォワード クラウド確定申告 for レオパレス21　概要

　サービス提供条件

1.ご利用お申込み

2.ご利用料⾦

3.ご利用方法
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マネーフォワード クラウド確定申告 for レオパレス21 のお申込みの流れはクラスエルWebサイトから、

①　オーナー様サービス　⇒　クラスエル専⽤アプリ　⇒　確定申告サポート
　⇒　確定申告サポートを利⽤する

②　マイメニュー　⇒　物件情報　⇒　確定申告サポート

初回のご利⽤の際は、「利⽤規約」が表⽰されます。内容をご確認いただき、「同意して進む」を
クリックいただくとお申込みが完了します。

2回⽬以降は、「利⽤規約」の表⽰、「同意して進む」の画面は表⽰されません。
そのまま、「マネーフォワード クラウド確定申告 for レオパレス21」がご利⽤いただけます。

①　「オーナー様サービス」から、クラスエル専⽤アプリカテゴリーの中の確定申告サポートをクリック

サービス紹介ページ中段「確定申告サポートを利⽤する」
「利⽤規約」をご確認いただき、「同意して進む」をクリック
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　　2.　マネーフォワード クラウド確定申告 for レオパレス21　お申込み方法

　お申込みの流れ

　操作⼿順
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規約に同意いただいた後、メールアドレス及びパスワードの登録画面に移ります。
メールアドレスと任意のパスワードを⼊⼒

⼊⼒したメールアドレスに確認メールが届きます。
→メール内の認証リンクをクリック　→　ホーム画面へ

◆ お申込み後の「マネーフォワード クラウド確定申告 for レオパレス21」のサービスは、
株式会社マネーフォワードにて提供されます。

◆ 本サービスは、税理⼠法所定の税理⼠業務及び公認会計⼠法所定の公認会計⼠の業務を
提供するものではありません。

◆ 本サービスを通じて取得した情報等について、自らの責任において必要に応じて変更、
修正したうえで利⽤してください。

◆ 税務申告の際には記載内容に誤りがないか、必ず最寄りの税務署若しくは税理⼠に
内容をご確認ください。申告内容の正誤につきましては、⼀切の責任を負いかねますので
その旨ご了承ください。

◆ お申込みまで個⼈・物件情報は、株式会社マネーフォワードに提供されることはありません。
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　　2.　マネーフォワード クラウド確定申告 for レオパレス21　お申込み方法
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お申込みにあたっての注意事項



①　基本的な情報の登録、レオパレス管理物件・銀⾏⼝座からデータ取得を⾏なうボタン

②　仕訳作業を⾏うボタン（自動・⼿動）

③　固定資産の⼊⼒、決算書・確定申告書の作成を⾏うボタン

④　勘定科⽬・開始残⾼の設定を⾏なうボタン

⑤　よくある質問・マネーフォワード クラウドサポート（電話・メール・チャットによるサポート）

詳細な操作⽅法・⼊⼒作業については、以下のリンク先からご確認ください

詳細な操作⽅法 https://biz.moneyforward.com/info/guide/ 

よくある質問 https://biz.moneyforward.com/info/faq/ 

確定申告の流れ https://biz.moneyforward.com/tax_guide 

確定申告シーズンには、作業を助けてくれる「ガイダンスメニュー」が⽴ち上がります
あわせて、そちらもご利用ください

　　3.　マネーフォワード クラウド確定申告 for レオパレス21　ホーム画面

　ホーム画面の説明
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①　「データ連携」ボタンをクリック
②　検索ボックスに「レオパレス」、もしくは「クラスエル」と⼊⼒

③　「クラスエルと連携する」をクリック ④　クラスエル会員番号、パスワードを⼊⼒

⑤　「許可する」をクリックすることでレオパレス物件情報がデータ連携されます
　　（「キャンセル」した場合でも、データ連携⼿続きはいつでも⾏うことができます）
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　　4.　初期設定・操作説明

　レオパレス物件情報のデータ連携
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「事業書の設定」画面で、⻘⾊申告か⽩⾊申告かを選択したり、業種や課税形式を選択する
必要があります。申告書を作成する上で、基本となる情報になるので、正しく設定しましょう。

①　「各種設定」ボタンをクリックして、「事業所」を選択
②　⾚字で（必須）となっている項⽬をすべて⼊⼒します

注意
不動産収⼊がある場合、申告区分（提出書類）は、必ず「⼀般・不動産」を選択ください。

P10
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　　4.　初期設定・操作説明

　事業所の設定
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勘定科⽬の設定は、確定申告書に添付する決算書を作成するために必要不可⽋なので、
正しく設定しましょう。

①　「各種設定」ボタンをクリックして、「勘定科⽬」を選択
②　勘定科⽬や補助科⽬の⼀覧を確認できます。
　　足りない勘定科⽬や補助科⽬がある場合は、③で追加します
③　「勘定科⽬追加」ボタンをクリック

④　決算書科⽬を選択して、勘定科⽬を ⑤　事業所登録にて申告区分を不動産
　　⼊⼒後、「登録」ボタンをクリック 　　にすると「不動産所得」が表⽰されます

2020/4/1版　

　　4.　初期設定・操作説明

　勘定科目の設定
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固定資産とは、商店や会社などの経営のために⻑期使⽤する財産のことです。固定資産を
保有している場合は、固定資産台帳に登録し、減価償却する必要があります。
また、新たに固定資産を購⼊した際にも、固定資産台帳への登録を⾏います。

①　「決算・申告」ボタンをクリックして、「固定資産台帳」を選択
②　「固定資産の追加」をクリック
③　「勘定科⽬」をドロップダウンリストから選択
④　必須項⽬の⼊⼒を⾏います
　　資産の名前、取得価格（円）、数量または面積、取得⽇、償却⽅法、耐⽤年数、
　　事業使⽤開始⽇、事業使⽤⽐率、事業利⽤のうち不動産割合、今期償却額

⑤　必要に応じて
　　⼊⼒します

⑥　「保存」ボタンを
　　クリックすることで
　　固定資産が登録
　　されます
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　　4.　初期設定・操作説明

　固定資産台帳を作成
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銀⾏やクレジットカードなどの明細を自動取得すると、これまで⼿⼊⼒していた作業の⼿間が省け、
よりラクに正確に帳簿をつけることが可能になります。

注意1　インターネットバンキングへの申し込み
自動取得を開始するには、インターネットバンキングのお申し込みが必要です
別途、それぞれの⾦融機関にてお⼿続きください
（通常、登録から利⽤開始まで、10〜14⽇程度かかります）

注意2　ＩＤとパスワード
自動取得を開始するには、各⾦融機関のWeb明細にログインする際のIDや
パスワードが必要になります

注意3　⾃動取得の頻度
自動取得の頻度は、1⽇1回です。ログインのタイミングとは関係なく、自動的にデータの
取得を⾏うので、基本的には⼿動での取得は必要ありません

【⾃動仕訳】
データ連携して自動で取得した⼊出⾦データは、取引明細から推測して、
勘定科⽬を自動で提案してくれます

【⼿続き】
レオパレス物件情報のデータ連携（9ページ）と同様の流れとなります
詳細は、次ページにてご確認ください

　　4.　初期設定・操作説明

　⾦融機関を登録①

P13

2020/4/1版　



①　「データ連携」ボタンをクリックして、新規登録を選択
②　検索ボックスに銀⾏名やサービス名を⼊⼒する
　　もしくは、カテゴリを選択して、データ連携を⾏いたい銀⾏名やサービス名をクリック

③　選択した銀⾏名・サービス名が表⽰

④　インターネットバンキングにログインする
　　情報を⼊⼒します

⑤　「連携登録」ボタンをクリック
　　（登録前のご注意等が表⽰されます）
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　　4.　初期設定・操作説明

　⾦融機関を登録②
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自動取得していない取引、現⾦出納帳・その他帳簿で⼊⼒しなかった取引は、⼿動で
⼊⼒します。⼿動⼊⼒には簿記の知識がない⼈に適した「簡単⼊⼒」と複式簿記で⼊⼒する
「振替伝票⼊⼒」「仕訳帳⼊⼒」があります。

①　「⼿動で仕訳」ボタンをクリックして、簡単登録を選択
②　取引の種類、取引内容、⾦額、⽇付を登録します
③　摘要（取引の内容等）、タグ（取引先や商品名等）を⼊⼒して「登録」ボタンをクリック

・収⼊か支出か ・収⼊の場合︓ 取引⽇を⼊⼒してください
・現⾦、預⾦、その他 本業での売上、受取利息など
を選択します

・支出の場合︓
仕⼊れ、広告宣伝費など

勘定科⽬が足りない場合は
各種設定　⇒　勘定科⽬　⇒　簡単⼊⼒⽤
から、追加することが可能です
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　　4.　初期設定・操作説明

　仕訳を⼿動で登録①
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「振替伝票⼊⼒」からの仕訳登録

①　「⼿動で仕訳」ボタンをクリックして、振替伝票⼊⼒を選択
②　複式簿記の形式で⼊⼒します
③　摘要（取引の内容等）、タグ（取引先や商品名等）を⼊⼒して「登録」ボタンをクリック

「仕訳帳⼊⼒」からの仕訳登録

仕訳登録をスピードアップしたい場合には、キーボード⼊⼒中⼼に仕訳登録ができる仕訳帳⼊⼒が
便利です。レシートなどの証憑も添付できるので申告の際のチェックにも役⽴ちます。

①　「⼿動で仕訳」ボタンをクリックして、仕訳帳⼊⼒を選択
②　キーボードで各項⽬を⼊⼒します

2020/4/1版　

　　4.　初期設定・操作説明

　仕訳を⼿動で登録②
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ここでは、確定申告書Ｂを例に説明します。なお、ここで⼊⼒できるのは申告者の基本情報のみ
です。提出時には、さらに印刷した書類に⼿書きで必要事項を記⼊します。

①　「決算・申告」ボタンをクリックして、「確定申告書」を選択
②　【確定申告書Ｂ】第1表　基本情報の必須事項を⼊⼒します

　　その他、必要に応じて以下の項⽬に⼊⼒します。
　　「依頼税理⼠に関する事項」
　　「【確定申告書B】 第⼀表 還付される税⾦の受取場所」
　　「【確定申告書B】 第⼆表 住⺠税・事業税に関する事項」

注意　申告書第三表を作成するとき
　　分離課税⽤の「申告書第三表」は、別途ご自⾝で第三表を作成のうえ、確定申告書Ｂ内の
　　第⼀表の「課税される所得⾦額（9〜25）⼜は第三表」「上の26に対する税額⼜は第三表86」
　　を修整してください

　　その他、損失申告⽤の第四表、修整申告⽤の第五表もご自⾝で作成する必要があります

③　各種項⽬の⼊⼒して、画面下部の「設定を保存」ボタンをクリック

2020/4/1版　

　　4.　初期設定・操作説明

　確定申告書を作成

括弧内に確定申告に
関して詳しい⼿続きや
⼊⼒方法の特集ページ
へのリンクがありますの
で、ご確認ください。
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確定申告書の提出⽅法は、確定申告書を印刷して、①税務署へ郵送する⽅法、
②税務署の窓⼝で申告する⽅法、③インターネットで申告する⽅法の3つになります。

確定申告書を税務署に郵送する場合や、直接税務署の窓⼝へ提出する場合は、
確定申告書を印刷します。

①　「決算・申告」ボタンをクリックして、「確定申告書」を選択
②　「申告書印刷（PDF）・e-Tax出⼒」ボタンをクリックします

印刷したい申告書をクリックします

確定申告書B（第⼀表、第⼆表）を印刷するときは、
「確定申告書B」をクリックします
（第⼀表、第⼆表、添付書類台紙の3ページがPDF表⽰）

確定申告書Bの控え（第⼀表、第⼆表）を印刷するときは、
「確定申告書B控⽤」をクリックします

⻘⾊申告に必要な損益計算書や賃借対照表を印刷するときは、
所得税⻘⾊申告決算書・控⽤をクリックします

　　確定申告書Bと所得税⻘⾊申告決算書の印刷が終わったら、それぞれに認印を押して、
　　その他の必要書類を添付書類台紙にのりづけし、最寄りの税務署に郵送・窓⼝に提出します

2020/4/1版　

　　4.　初期設定・操作説明

　確定申告書を提出①

①郵送する ②窓⼝で申告する
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e-Taxは、⽇本の国税に関する国営オンラインサービスシステムのことです。
e-Taxを利⽤すれば、インターネットを使って確定申告を⾏えます。

マネーフォワード クラウド確定申告は、作成した確定申告書のデータをe-Taxソフトが扱える
xtx形式のファイルに変換してエクスポートする機能があります。

e-Taxソフト⽤ファイル 「税務署」のドロップダウンリストから該当する税務署を選択、
（xtx形式）をクリック 「利⽤者識別番号」を⼊⼒します

「e-Taxソフト⽤ファイルをダウンロードする」ボタンをクリック
（パソコンのダウンロードフォルダにxtx形式で、データが保存されます）

e-Taxソフトを利⽤するには、事前準備が必要です。詳しくは、国税庁の「事前準備の流れ」や
「初期登録までの流れ」を参照のうえ、xtx形式のファイルをe-Taxソフトに取り込んでください。

・事前準備の流れ http://www.e-tax.nta.go.jp/systemriyo/

・初期登録までの流れ http://www.e-tax.nta.go.jp/toroku/

・e-Taxソフトダウンロード https://www.e-tax.nta.go.jp/download/e-taxSoftDownLoad.htm

・e-Taxマニュアル http://www.e-tax.nta.go.jp/manual/index.htm

2020/4/1版　

　　4.　初期設定・操作説明

　確定申告書を提出②

③e-Taxで申告する

専用ソフトで申告する
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マネーフォワード クラウドの操作に迷ったときは、マネーフォワード クラウドサポートデスクを
参照してください。使い⽅ガイドやよくある質問が掲載されています。

マネーフォワード クラウド確定申告では、チュートリアルや使い⽅ガイド、よくある質問など
様々な形で使い⽅に迷ったときに参照するガイドを⽤意しています。

ホーム画面　右下の「お問合せ⽅法」からマネーフォワード クラウドサポートをクリックします

　「確定申告の基礎知識」「確定申告特集ページ」がまとめられています

　経理・税務のご相談については、サポート対象外になる為、こちらもあわせてご確認ください

2020/4/1版　

　　4.　初期設定・操作説明

　操作に迷ったときは①

マネーフォワード クラウドサポート
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①　質問したい内容を⼊⼒して、「話す」ボタンをクリックすると回答が表⽰されます
②　初期設定を⾏なう「チュートリアル」、機能ごとの「使い⽅ガイド」、「よくある質問」はこちら

ページ下部のお問合せ「電話」をクリックすると⻩⾊⾚枠の中に電話･事業所番号が表⽰されます
お電話でのご相談が可能になります（マネーフォワード クラウド確定申告forレオパレス21をご利⽤の⽅のみ）

2020/4/1版　

　　4.　初期設定・操作説明

　操作に迷ったときは②
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メンバーの追加とは、他のユーザーにアクセス権限を割り当て、事業所の情報を共有・更新する
ことができる機能です。⼊⼒した情報をご家族や税理⼠に確認してもらう場合などに利⽤します。

ホーム画面 右上の「事業所名」をクリックして
「メンバー追加・管理」ボタンを選択

メンバー⼀覧画面が表⽰（下画面）されますので、
「メンバー追加」ボタンを選択

「メールアドレス」、「ユーザー名」、「ユーザーに与える権限」を⼊⼒して「登録」します

ユーザーに与える主な権限は、以下になります
■管理者 データ連携を除く、すべての作業を⾏うことができます（事業承継者向け）
■⼀般 決算・申告、メンバー追加が使えません（遠隔地のご家族、税理⼠等向け）
■閲覧のみ すべてのメニューを閲覧することだけができます

登録アドレスに「仮パスワード」が送信され、マネーフォワードWebサイトからご利⽤いただけます

　　5.　その他

　メンバー（ご家族・税理⼠等）の追加方法

P22

2020/4/1版　



マネーフォワード クラウド確定申告 for レオパレス21 は、株式会社マネーフォワードにて提供される
サービスになることから従来、ご送付している「確定申告参考資料」とは異なる内容にて自動仕訳が
されることがあります。

サービス提供会社による自動仕訳になりますので、以下の記載例に基づいて⼿続きください。

2020/4/1版　

　　5.　その他

修繕明細 修繕明細書に記載される修繕
費⽤のデータが連携されます 年1回（翌年1⽉中旬頃）

TSS明細 TSS明細書に記載されている
データが連携されます 年1回（翌年1⽉中旬頃）

　レオパレス物件情報の⾃動仕訳例

1.レオパレス物件情報の概要

連携データ
（明細書類名） 詳細 データ取得時期

賃料等お振込明細 賃料等お振込明細書に記載の
内訳データが連携されます

毎⽉15⽇に前⽉分
（駐⾞場賃料は年1回）
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①　取引⽇︓ 連携データの取引⽇が記載されます（賃料については、15⽇固定）。
この⽇付が取引⽇として表⽰されます。直接修整が可能です。

②　摘要︓ 連携データの取引内容が記載されます。記⼊内容が仕訳の摘要欄に
記載されます。直接修整が可能です。

③　取引⾦額︓ 連携データの各取引内容が記載されます。登録すると仕訳帳に
⾦額がプラスの項⽬は貸方に、マイナスの項⽬は借方に表⽰されます。

④　受取⾦額︓ 主に連携データの受取・支払⼿段の項⽬が記載されます。登録すると仕訳帳に
⾦額がプラスの項⽬は借方に、マイナスの項⽬は貸方に表⽰されます。

2020/4/1版　

　　5.　その他

　レオパレス物件情報の⾃動仕訳例

2.連携データの仕訳登録画面
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賃料等お振込明細データの連携を初期設定の勘定科⽬で仕訳登録した場合の例

※1〜3　「初期設定されている勘定科⽬についての留意点」をご参照ください。

2020/4/1版　

　　5.　その他

　レオパレス物件情報の⾃動仕訳例

3.賃料等お振込明細の仕訳登録例

仕訳例 借⽅ 貸⽅
⼀括賃貸料 賃貸料（不動産） ××
⽇割賃料 賃貸料（不動産） ××
修繕費⽤ 仮払⾦※1 ××
前払家賃 前受⾦ ××
APローン 仮払⾦※2 ××

管理料（TSS管理料） 外注管理費（不動産） ××
家具家電総合

メンテナンスサービス料
外注管理費（不動産） ××

建物メンテナンス費⽤ 修繕費（不動産） ××
レオネット関連費⽤ 修繕費（不動産） ××

太陽光使⽤料 雑収⼊ ××
防犯カメラ・

オンラインサービス料
修繕費（不動産） ××

クラスＬ年会費 事業主貸 ××
その他調整⾦ 未確定勘定※3 ××

ＴＳＳ⼝座振込分
（修繕費⽤積⽴⾦）

普通預⾦ ××

ＴＳＳ⼝座振込分
（ファニチャー費⽤積⽴⾦） 普通預⾦ ××

振込⾦額 普通預⾦ ××
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賃料等お振込明細データの連携を初期設定の勘定科⽬で仕訳登録した場合の例

【駐⾞場賃料の設定について】
・毎⽉の賃貸料には、家賃と駐⾞場賃料が合計されています。

・駐⾞場賃料については、年1回1⽉中旬頃に年間分のデータが連携されますので、
 駐⾞場賃料を振り替える前提の仕訳データを表⽰しています。

※1　マネーフォワード クラウドでは、初期設定では補助科⽬無しになっているので、別途、駐⾞場賃料の
 補助科⽬をご作成いただくことをご推奨いたします。補助科⽬の設定については、
 「初期設定時の補助科⽬設定のご推奨」をご参照ください。

修繕明細データの連携を初期設定の勘定科⽬で仕訳登録した場合の例
借⽅は修繕費（不動産）になりますが、支払⽅法によって貸⽅勘定科⽬が変わります。

※1　「初期設定時の補助科⽬設定のご推奨」をご参照ください。

2020/4/1版　

　　5.　その他

　レオパレス物件情報の⾃動仕訳例

4.駐⾞場賃料の仕訳登録例

仕訳例 借⽅ 貸⽅

仕訳例（支払⽅法） 借⽅ 貸⽅
振込の場合 修繕費（不動産） ×× 普通預⾦ ××

⼀括賃貸料

　　賃貸料（不動産）

（※1補助科⽬:
ＸＸ（物件名）賃貸
料）

××

　　賃貸料（不動産）

（※1補助科⽬:賃貸
料）

××

5.修繕明細の仕訳登録例

差引の場合 修繕費（不動産） ××
仮払⾦

※1（家賃明細の修繕
費）

××

積⽴の場合 修繕費（不動産） ×× 普通預⾦ ××
預りの場合 修繕費（不動産） ×× 差引保証⾦ ××
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ＴＳＳ明細データの連携を初期設定の勘定科⽬で仕訳登録した場合の例

※1　「初期設定時の補助科⽬設定のご推奨」をご参照ください。

データの連携⽅法、仕組みを踏まえ、マネーフォワード クラウドにて勘定科⽬を設定しております。
従って⼀部、レオパレス21の「確定申告参考資料」と異なる点がございますのでご留意ください。

また、ご推奨については、⼀例ですので、ご不明点があれば顧問税理⼠等にご確認ください。

【賃料等お振込明細︓修繕費用（家賃から差引）について】

・修繕費⽤（家賃から差引）のデータは、賃料等お振込明細（毎⽉）及び
 修繕明細（年1回）にて連携します。

・賃料等お振込明細では、⼯事の完了後、支払⽅法が⼀括・分かるともに支払が⽣じた⽉の
 明細として記載されます。分割の場合には、複数回表記されます。

・修繕明細では、⼯事完了した⽇付で年1回、翌年1⽉中旬に1年間分が連携されます。

・以上のことから、賃料等お振込明細の修繕費⽤（家賃から差引）については、
　勘定科⽬「仮払⾦」を設定し、修繕明細の修繕費⽤（家賃から差引）にて、
　「修繕費」及び「仮払⾦」の相殺を設定しています。

2020/4/1版　

　　5.　その他

　レオパレス物件情報の⾃動仕訳例

6.ＴＳＳ明細の仕訳登録例

仕訳例 借⽅ 貸⽅
家具・家電サービス料

の場合
外注管理費（不動産） ×× 差⼊保証⾦ ××

家具家電特約⾦
の場合

前払⾦ ×× 未確定勘定　※1 ××
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建物メンテナンス費⽤
の場合

修繕費（不動産） ×× 差⼊保証⾦ ××

7.初期設定時の補助科目設定のご推奨



＜修繕費⽤　仕訳例＞
2/20完了の修繕費 300が3⽉分、4⽉分家賃からそれぞれ 150引かれていた場合

賃料等お振込明細データ 1⽉分 仮払⾦ 150　　　/　普通預⾦ 150
2⽉分 仮払⾦ 150　　　/　普通預⾦ 150

修繕明細データ 2/20 修繕費 300　/　仮払⾦　　300

【賃料等お振込明細︓APローンについて】

・APローンは、賃料等お振込明細にて家賃から差引かれる形で支払われています。

・APローンは、元本・利息の合計額が差引かれており、内訳については別途、
 ローン会社作成資料（マネーフォワード クラウド連携対象外）にて仕訳を
作成する必要があります。

＜APローン　仕訳例＞
APローン55を12か⽉分（合計660）支払い、年間で元本返済が600、利息が60の場合

賃料等お振込明細データ 1〜12⽉分 仮払⾦ 660　　　/　普通預⾦ 660
（マネーフォワード クラウド連携）

ローン会社資料より **/** 借⼊⾦ 600　　　/　仮払⾦　　660
（利⽤者様が作成） 借⼊⾦利⼦ 60　/　

【賃料等お振込明細︓その他調整⾦について】

・賃料等お振込明細にて該当項⽬がない場合に使われます。

・複数の内容がある場合には、その項⽬の⾦額を合計したものが表⽰され、
 内容に応じて利⽤者様に変更していただく必要がある為、「未確定勘定」としています。

2020/4/1版　

　　5.　その他

　レオパレス物件情報の⾃動仕訳例
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【TSS明細︓家具・家電特約⾦の⽀払方法について】

・家具・家電特約⾦の支払⽅法は、「保証⾦充当」「積⽴⾦振替」「賃料差引き」等ある為、
 「未確定勘定」としています。利⽤者様にて支払⽅法に応じて、変更いただく必要があります。

■PL勘定科目

賃貸料（不動産） 賃料等お振込明細
・⼀括賃貸料
・⽇割賃貸料
・駐⾞場賃料合計

-

雑収⼊ 賃料等お振込明細 ・太陽光使⽤料 -

2020/4/1版　

　　5.　その他

　レオパレス物件情報の⾃動仕訳例

8.初期設定されている勘定科目と取引内容の⼀覧

マネーフォワード クラウドの
勘定科⽬ 連携データ

マネーフォワード ビジネス
カテゴリの取引⾦額項⽬名

（取引内容の項⽬）

「受取⾦額」の項⽬名
（受取・支払⼿段の項⽬）

外注管理費（不動産）
賃料等お振込明細

・管理料（TSS管理料）
・家具家電総合メンテナンス
サービス料

-

TSS明細 ・家具・家電サービス料 -

修繕費（不動産）

賃料等お振込明細
・建物メンテナンス費⽤
・レオネット関連費⽤
・防犯カメラ・オンラインサービス料

-

修繕明細 ・対象となる⼯事 -

TSS明細 ・太陽光使⽤料 -
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■BS勘定科目
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マネーフォワード クラウドの
勘定科⽬ 連携データ

マネーフォワード ビジネス
カテゴリの取引⾦額項⽬名

（取引内容の項⽬）

「受取⾦額」の項⽬名
（受取・支払⼿段の項⽬）

修繕費（不動産）
賃料等お振込明細 ・修繕費⽤

・APローン -

修繕明細 - ・差引（支払⽅法が差引の
場合）

普通預⾦

賃料等お振込明細

・TSS⼝座振込分（修繕
費⽤積⽴⾦）
・TSS⼝座振込分（ファニ
チャー費⽤積⽴⾦）

・振込⾦額

修繕明細 -

・振込（支払⽅法が振込の
場合）
・振込（支払⽅法が積⽴の
場合）

前払⾦ TSS明細 ・家具・家電特約⾦ -

差⼊保証⾦

修繕明細 - ・預り（支払⽅法が預りの
場合）

TSS明細 -

・家具・家電特約⾦支払分
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・家具・家電サービス料の預
り⾦
・建物メンテナンス費⽤の預
り⾦

事業主貨 賃料等お振込明細 ・クラスL年会費 -

未確定勘定
賃料等お振込明細 ・その他調整⾦ -

TSS明細 -



・各勘定科⽬を複数の取引内容に設定しています。

・補助科⽬を設定して頂いた⽅が取引ごとに科⽬を分けることができる為、管理しやすくなります。

・事前に各種設定＞勘定科⽬＞（賃借対照表・損益計算書・不動産所得のタブを選択後）
　「+補助科⽬追加」にて補助科⽬を追加ください。

・マネーフォワード クラウドの補助科⽬の初期設定は全て「補助科⽬なし」となっていますが、
 補助科⽬の追加後は、仕訳登録の画面にて補助科⽬なしから変更が可能です。

■補助科目設定のご推奨取引
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・TSS⼝座（積⽴⼝座）
普通預⾦

・TSS⼝座

・振込⼝座 ・××（振込⼝座名）

・修繕費⽤
         （家賃から差引）

仮払⾦
・修繕仮払

・APローン ・APローン

　レオパレス物件情報の⾃動仕訳例

9.初期設定時の補助科目設定のご推奨

取引内容 マネーフォワード クラウド
の勘定科⽬ 補助科⽬の例

・⼀括賃貸料
・⽇割賃貸料

賃貸料（不動産）
・××（物件名）賃貸料

・駐⾞場賃料合計 ・駐⾞場賃料


