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ＭＯＮＥＹ

０．概要
ＭＯＮＥＹ機能について

設定方法・使用方法は
概要の次のページに記載されております。



発展会計概要

発展会計は本格的なクラウドモデル
・データセンターを経由して、いつでもどこでもデータを入力・閲覧！
・顧問先も同画面を見て、データを共有。操作指導やコメントの入力も可能！
・2005年から運用を開始し、会計サービスは10年目に突入。

顧問先会計事務所

発展会計サーバ
（データセンター）

会計データ
入力・確認

同画面確認
コメント入力

・最新の会計データ共有
・同画面での操作入力
・自動アップデート

不正侵入
なりすまし FW

PC認証



MONEY概要

顧問先

スキャナーや複合機でレシートや領収書を読み取って、日付、金額、電話番号、名目から仕訳を
自動生成します。

また、読み取ったレシートや領収書は、クラウドサービス上に保管されるため、読み取った画像を確
認しながら、監査を行うことが可能となります。

これまで郵送やFAX等で顧問先から原始証憑を会計事務所へ送る手間を省き、業務効率化を
促進していくことが可能となります。

会計事務所

発展会計サーバ
（データセンター）

画像解析
画像アップロード 画像呼出

仕訳作成

原始証憑はその
まま保管

郵送
FAX



MONEY４つの特長

• MONEYは、レシートだけではなく、領収書などさまざまなパターンの読取を実装。

• 顧問先は、スキャナ（複合機）でレシート・領収書を読み取って、画像をアップ
ロードすれば、作業は完了。従来のFAX送信や郵送の手間がなく、原始証憑を
やりとりする必要がありません。

• データは、日付・金額・名目・電話番号でチェックされ、名目・電話番号の識別に
より、仕訳を自動生成します。（追加・修正も可能）

• 画像もクラウドにアップロードされるため、画像を見ながら伝票入力も可能となりま
す。監査や月次チェックを
行う際も有効です。



MONEY特長（デバイス）

スキャナ（富士通製：ScanSnap推奨）

自動給紙形式
モバイル版：10枚／1分
ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ版：24枚／1分

複合機

画像形式は、すべて300dpi以上のJPEG形式で保存することとします。
画像を読み取るデバイス（装置）は、スキャナと複合機です。

複合機での複数枚スキャン画像も、切り出して解析します
※蓋をあけてスキャンいただくか、黒い紙をのせてスキャンする必要が
あります

自動給紙形式を使えば、顧問先への
業務負荷はほとんどありません。
ｲﾆｼｬﾙ費用 2.5万円～5万円

顧問先に導入されている複合機を利
用して、一度にスキャンできます。スキャ
ナの新規導入も不要です。



MONEY特長（OCR精度）

OCRの精度は、レシートで9割以上、解析エンジンは、四半期に一
度精度向上が図られ、読取率も精度が高くなります。

本プログラム開発にあたり、レシート解析エンジンと領収書解析エン
ジンの二つを利用して、読取率の向上を図ります。

レシートエンジン 領収書エンジン



MONEY特長（画像と伝票の紐づけ）

• 一度、クラウドにアップした画像は、伝票と紐づくので、会計事務所が、顧問
先に証憑を返却した後も、伝票のチェックの際に、画像を確認できるため、
監査等に非常に効果的です。



MONEYの活用効果
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これまで手入力で起票していた伝票をスキャナや複合機を通じて自動仕訳化させることが
可能になった。
読取精度の高い電話番号（数字）を読取、仕訳化させることに成功し、レシートだけで
はない、いろいろなパターンの領収書を読み取って、精度の向上がはかられている。

発展会計上で、登録済みの画像を表示させることも可能であるため、顧問先で原始証
憑はファイリングしていても、会計事務所側は事務所にいながらにして、証憑内容の確認
をとることが可能となった。

月間仕訳数 約300件
現金に関する領収書 約50枚
読取率 74%
証憑は、レシートや領収書、電力
会社などの振込票など読取り
（手書きのものは、不可）

B社検証



1件1件を正しく読み取ったかを確認する詳細確定画面
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読み取った画像は、詳細確定画面で画面左部に表示されます。読み取った日付・金
額・電話番号・名目を引用する／しないを選択して、確認のうえ、伝票に反映させるこ
とができます。

電話番号・名目により、仕訳の明細へと変換させることが可能です。



取込画面で、証憑を確認しながら最終チェック
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明細データ取込画面は、取り込んだ画像を画面左部に出しながら、取り込んだ画像す
べてを表示し、入力内容について、修正を行うことが可能です。



登録画像の制約条件
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画像取込（スキャナ・複合機）の画像条件

ファイル形式 ：JPEG形式
画素数 ：300dpi以上
画像サイズ ：A4サイズまで
画像配色 ：カラー（白黒不可）

複数一括読取 ：30枚まで
その他 ：複合機で読み取る場合は、蓋をあけてスキャンしてください

（背面は黒色にしてレシートの範囲を認識する必要があります。）
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ＭＯＮＥＹ

１．事前準備編
スキャナ（複合機）のセットアップ



スキャナのインストール、画像の設定
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スキャナのインストールは、スキャナ附属のインストールマニュアルを
ご参照ください。インストール後、スキャンした画像の設定を行います。

（Scansnapの場合）※Scansnap ix500の場合

インストール完了後、ScansnapManagerの設定を行ってください。
ScansnapManagerの読み取りモードは、以下の様に設定してください。

【読み取りモード】
画質の選択 ：スーパーファイン

（カラー／グレー：300dpi、白黒：600dpi相当）

カラーモードの選択 ：カラー
自動給紙する場合 ：☑継続読み取りを有効にします

【ファイル形式】
ファイル形式の選択 ：JPEG（＊.jpg）

※片面読取りでスキャンして下さい。
両面の場合は裏面で１仕訳発生する可能性があります。



複合機の設定
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複合機は、スキャナの設定で、各設定を行ってください。

画像（原稿種類）：カラー
解像度 ：300dpi
ファイル形式 ：シングルページ、TIFF／JPEG

原稿種類

解像度

ファイル形式

※以下はRICOH MP C5503の場合
ご利用の機器に合わせて設定して下さい。
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１．事前準備編
発展会計のセットアップ



MONEYを設定する企業を選択します
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企業登録で、顧問先のIDを入力・表示して、「MONEY」の欄にチェックを入れて、F8登録しま
す。MONEYは、別途オプションのお申込みが必要です。1企業につき、１ﾗｲｾﾝｽ必要になります。



ＭＯＮＥＹメニュー一覧
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※アクセス権の付与をお忘れないようご確認ください。



OCR連携マスタ
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OCR連携マスタでは、現金（レシート・領収書）取引における勘定科目、補助科目、部門を
設定いたします。

科目は現金を設定して下さい。
補助科目・部門管理している場合は設定して下さい。



OCR明細変換マスタ登録
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OCR明細変換マスタでは、読み取りができた場合は、「電話番号」と「名目」にあわせて
仕訳変換を行います。読取ができなかった場合は、「諸口」で勘定科目を設定しておきます。

また、優先順位をつけることで、複数の条件で明細を仕訳に変換していくことが可能です。
明細を登録後も、変換マスタを随時見直したり、追加したりしていただくと、仕訳の精度が
上がっていきます。

仕訳作成時の摘要は、読み取った「取引先（電話番号で登録済みの取引先名称）」と
「名目」を表示することが可能です。

電話番号 または 名目
の内容を設定して下さい。

仕訳作成時の相手科目を
設定して下さい。 仕訳作成時の摘要を

設定して下さい。



取引先マスタ登録（※取引先管理しない場合は不要です。）
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現金取引のある取引先の社名と電話番号を登録しておきます。
取引先に電話番号を登録しておくと、ＯＣＲ明細データ確定画面で事前に表示され、
伝票の摘要に「［取引先］」を入れておくことで、摘要にも取引先を転記することができます。

事前に科目マスタ登録で
取引先管理するに✔を設定して下さい。



明細変換マスタ及び取引先マスタの引用方法
（※取引先管理しない場合は不要です。）
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取引先マスタの電話番号
から取引先名を引用

承認

明細変換から相手勘定科目と摘
要（取引先）を引用

明細変換マスタでは、名目と電話番号で識別するため、明細摘要を「運賃」、「品代」と
設定しておくことも、 「03XXXXXXXX（ハイフン除く）」などの電話番号を登録しておき、
仕訳に変換することも可能です。
取引先マスタに電話番号を登録しておくと、仕訳摘要に取引先名称を表示することができます。
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１．運用編
読み取り処理までの流れ



① スキャナのスキャンスタートのボタンを押し、スキャンを行います。
（自動給紙型であれば、下記のような画面が出ます）

② 読み取った画像を指定したフォルダ等に保存します。

スキャナで証憑を読み取って、保存します。
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※スキャナによって、画像データを保存するまでの画面イメージは異なります。

JPGファイルで保存する必要があります。
PDFファイルは認識できません。



読み取った画像をクラウド上にアップロードします。
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③ OCR連携画像登録から、追加ボタンを押し、スキャンした画像をアップロードします。
（複数の画像選択が可能です。）

尚、画像登録の際、同じファイル名称を再度取り込む場合は、下記のようなエラーが表示されます。
（決して、複数回スキャンした同一のレシートを見分けるわけではありません）



解析された画像を呼び出して、仕訳入力に移ります。
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④ OCR明細データ取込から、OCR登録画像一覧が表示されます。この画面は、クラウド
上にアップロードされたすべての画像が一覧で表示されます。仕訳を起票したいファイルに
チェックを入れます。「解析中」と表示される場合は、しばらくお待ちください。

登録日時：OCR連携画像登録でアップロードした日時です。
ファイル名：取り込んだファイル名です。
画像解析状態： 解析中 解析エンジンで解析中です。お待ちください。

保存中 解析結果をクラウド上に保存中です。お待ちください。
完了（成功） 読取成功。仕訳を起票してください
完了（失敗） 読取失敗。再度画像を取り込み直してください。

明細確定：OCR明細データ確定画面で、内容を確定すると日時、ユーザIDが記録されます。
仕訳取込：OCR明細データ取込で仕訳を取り込むと、日時が記録されます。

解析中の場合は１～２分お待ちいただき、
F7取消後、再度表示して下さい。

※自動的に表示内容は更新されません。



OCR明細データ確定 ～1件ずつ正しく読み取れたかを確認する～
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⑤ OCR登録画像一覧からF6確定ボタンを押すと、OCR明細データ確定の画面になります。
この画面は、画像から読み取った日付や金額などが正しく表示されているかの確認と、
修正が必要な場合は、正しい内容を記入していただく入力画面となります。
この画面で承認を押すと、画面下部の仕訳に反映される仕組みとなります。
尚、この画面では伝票として登録は完了しおりませんのでご注意ください。

ちゃんと読み取れたかの確認になりますので、
当画面の登録は任意です。

読み取った文字列をコピーし、
OCR明細変換マスタへ貼り付けることで
比較的簡単に設定が可能です。



OCR明細データ取込 ～画面で、最終データ確認と伝票取込を実施～
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⑥ OCR登録画像一覧からF8取込ボタンを押すと、OCR明細データ取込の画面になります。
明細データ取込画面は、仕訳日記帳形式で、取り込んだ画像を画面左部に出しながら、
入力内容について、修正を行うことが可能です。事前にOCR明細データ確定で内容の修正を
行っている場合は、その内容が反映されています。

⑦ 内容を修正後、F8登録で取込を実施してください。



MONEY利用上の注意点
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※注意点

OCR登録画像一覧は、登録済みの仕訳画像も含め、すべて表示されます。

仕訳取込欄に日付が入っているにもかかわらず、チェックボックスに☑をつけて、仕訳取込を行
うと、新規伝票を登録することになるので、ご注意ください。

OCRで読み込んだ登録済み伝票を修正・削除する場合は、総勘定元帳（画面）や現金
出納帳入力をご利用ください。

総勘定元帳（画面）や現金出納帳入力の検索条件で、「☑入力元画面（取込伝票）」
で検索すると、該当する伝票を含んで表示されます。

伝票を削除した場合であっても、登録画像は残ったままとなります。仕訳取込の日付等も表
示されたままです。再取込を行う際は、注意して取込を実施してください。

この2明細は新

規伝票として処
理されます。



MONEY利用上の注意点
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※注意点

取込を行う場合に、締日以降の伝票であったり、
税区分が正しくなかったりすると、事前に警告が
表示されます。
該当する行の修正または行削除などの対応を
行ってください。

仕訳で現金取引ではない場合は、現金の欄を
未払金などの科目に変更してご登録ください。



現金出納帳入力では、登録画像を表示させることが可能です。
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現金出納帳入力で、Shift＋F9で、証憑を表示することができます。（画像がない場
合は、No Imageと表示されます）
一回一回ボタンを押す必要はなく、カーソルを合わせれば、対応する証憑が表示されま
すので、画像を見ながら修正ができます。


