
  

 

Q：マネーフォワードクラウド給与と連携するにはどうすればよいですか？ 

 

A：本製品では、「マネーフォワードクラウド給与」と自動連携を行うことができます。 

 

 

前提条件 

 

KING OF TIME の締め日が 15 日以前（10 日締め、15 日締め等）の場合、タイムカードの表示期間が

マネーフォワードクラウド給与とは異なります。 

 

KING OF TIME の「月の表示期間」を「前月を含む範囲を表示」に変更することでマネーフォワードク

ラウド給与と同じ表示期間になります。 

 

なお、締め日が 16 日以降（20 日締め、25 日締め等）の場合は、「月の表示期間」の変更は不要です。 

 

 

「月の表示期間」の変更方法 

 

設定 ＞ その他 ＞ オプション ＞ 表示設定 ＞ 「月の表示範囲」 

「前月を含む範囲を表示」 を選択し、［登録］ボタンをクリックします。 

※オプションの設定を変更した後は、再ログインしてください。 

  

  

 10 日締めの設定で 2 月のタイムカードを表示した場合は 

 以下の期間が表示されます。 

 

 「デフォルト設定」    2 月 11 日 ～ 3 月 10 日が表示 

 「前月を含む範囲を表示」 1 月 11 日 ～ 2 月 10 日が表示 

 

 

  



  

 

利用条件 

 

ご利用前に、まずは利用条件をお確かめください。 

 

基本設定 

本システムにて、従業員の入社年月日が事前入力されていること 

 

連携できない集計 

時間帯区分機能  

ご不明点はサポートセンターへご相談くださいませ。 

 

 

連携手順 

 

連携手順を解説します。 

 

1. 管理画面での連携設定 

マネーフォワードクラウド給与との連携を行なう場合、本システムにログインのうえ 

以下の画面にて設定を行なってください。 

設定「その他」 > オプション > 外部サービス連携 マネーフォワード連携：使用する 

 



  

 

 

「使用する」にチェックを入れていただくと『利用規約』が表示されます。 

ご確認いただき、画面下部にチェックを入れて［登録］ボタンをクリックします。 

※設定反映のために［登録］の後にログアウトしていただき、再度ログインをお願いします。 

 

 

再度ログインしていただき、 

設定「その他」＞ オプション ＞ 

外部サービス連携用 接続文字列「マネーフォワード連携」 

で表示される「接続文字列」をコピーします。 

 

  

 

 



  

 

2. マネーフォワードクラウド給与での連携設定 

マネーフォワードクラウド給与にログインし、連携設定 ＞ 勤怠連携に、 

コピーした「接続文字列」を貼り付けて［登録する］をクリックします。 

 

 

3. 従業員情報を自動連携する 

従業員情報画面にて、［従業員の追加/更新］ ＞ [KING OF TIME から従業員データを取り込む]をクリ

ックすると同期が開始されます。 

 

 

4. 勤怠データを自動連携する 

給与計算 ＞ メニュー ＞ ［KING OF TIME から勤怠データをインポート］をクリックします。 



  

 

 

 

次の画面で［勤怠をインポート］をクリックすると、取り込みが開始されます。 

 

 

 

 

  



  

 

連携項目 

 

本システムとマネーフォワードクラウド給与の各項目は、以下のように対応し、連携いたします。 

 

 

従業員データ連携項目 

  

No. 本システム マネーフォワード 

クラウド給与 

備考 

1 従業員コード 従業員コード   

2 従業員 姓 苗字   

3 従業員 姓 カナ 苗字フリガナ   

4 従業員 名 名前   

5 従業員 名 カナ 名前フリガナ   

6 性別 性別   

7 

入社年月日 入社年月日 空白で連携した場合は、マネーフォワード

クラウド給与側では連携日が入社日として

扱われます。 

8 
退職年月日 退職年月日 退職日同期以降は、同期対象外となりま

す。 

 

 

勤怠データ連携項目 

  

No. 本システム マネーフォワードクラウド給

与 

1 平日出勤日数 (平日)出勤日数 

2 法定外休日出勤日数 所定休日出勤日数 

3 法定休日出勤日数 法定休日出勤日数 



  

 

4 欠勤取得日数 欠勤日数 

5 遅刻回数 遅刻回数 

6 早退回数 早退回数 

7 遅刻時間 遅刻時間 

8 早退時間 早退時間 

9 所定時間 (平日)所定内出勤時間 

10 深夜労働時間 (平日)所定内深夜出勤時間 

11 所定外時間 (平日)法定内残業時間 

12 残業時間 (平日)残業時間 

13 割増残業時間 45 時間超普通残業 

14 割増残業時間 2 60 時間超普通残業 

15 深夜残業時間 (平日)深夜残業時間 

16 割増深夜残業時間 45 時間超深夜残業 

17 割増深夜残業時間 2 60 時間超深夜残業 

18 法定外休日所定時間 所定休日所定内出勤時間 

19 法定外休日深夜時間 所定休日所定内深夜出勤時間 

20 法定外休日所定外時間 所定休日法定内残業時間 

21 法定外休日残業時間 所定休日残業時間 

22 法定外休日深夜残業時間 所定休日深夜残業時間 

23 法定休日所定時間 法定休日所定内出勤時間 

24 法定休日深夜時間 法定休日所定内深夜出勤時間 

25 法定休日所定外時間 法定休日法定内残業時間 

26 法定休日残業時間 法定休日残業時間 

27 法定休日深夜残業時間 法定休日深夜残業時間 



  

 

28 休暇みなし時間 休暇みなし時間 

29 休憩時間 休憩時間 

30 月単位変形労働残業時間 変形労働残業時間（月） 

31 週単位変形労働残業時間 変形労働残業時間（週） 

32 
月単位変形労働深夜残業時

間 

変形労働深夜残業時間（月） 

33 
週単位変形労働深夜残業時

間 

変形労働深夜残業時間（週） 

34 有休取得日数 有休使用日数 

35 有休取得時間 有休使用時間 

36 有休残日数 有休残日数 

37 有休残時間 有休残時間数 

38 代休取得日数 代休使用日数 

39 代休取得時間数 代休使用時間数 

40 代休残日数 代休残日数 

41 代休残時間 代休残時間数 

 

 

カスタムデータ項目の連携について 

 

カスタムデータ項目の連携にはマネーフォワード側で追加設定が必要です。 

以下をご参照の上、ご設定をお願いいたします。 

 

1、基本設定 ＞ 勤怠項目 より、追加ボタンを押下し、KING OF TIME にて登録されているカスタム項目

を追加してください。 

• 名称が完全一致していないと連携がうまくいかないのでご注意ください。 

• 単位は KING OF TIME と同じ設定をしてください。 

  



  

 

KING OF TIME に登録されているカスタム項目名 

 

 ↓ 

マネーフォワードクラウド給与にて勤怠項目を追加 

 

 

2、給与計算 ＞ メニュー ＞ 「KING OF TIME から勤怠データをインポート」をクリックすると、 

  上記で設定した項目に KING OF TIME のカスタム項目が取り込まれます。 

 

 

休暇項目の連携について 

 

休暇項目の連携にはマネーフォワード側で追加設定が必要です。 

以下をご参照の上、ご設定をお願いいたします。 

 

有休の連携設定 

1、基本設定 ＞ 勤怠項目 より、下記項目の「有効」欄にチェックをしてください。 

 ・有休使用日数 

 ・有休使用時間数 

 ・有休残日数 

 ・有休残時間数 



  

 

 

 

2、給与計算 ＞ メニュー ＞ 「KING OF TIME から勤怠データをインポート」をクリックすると、 

  上記で設定した項目に KING OF TIME の休暇情報が取り込まれます。 

 

 

代休の連携設定 

1、基本設定 ＞ 勤怠項目 より、下記項目の「有効」欄にチェックをしてください。 

 ・代休使用日数 

 

2、追加ボタンを押下し、下記画像をご参照いただき、項目を追加してください。 

 

 ・代休使用時間数 

 ・代休残日数 

 ・代休残時間数 

 

 

3、給与計算 ＞ メニュー ＞ 「KING OF TIME から勤怠データをインポート」をクリックすると、 

  上記で設定した項目に KING OF TIME の休暇情報が取り込まれます。 

 

 

その他の休暇 

1、基本設定 ＞ 勤怠項目 より、KING OF TIME にて登録されている休暇について、 

  追加ボタンを押下し、下記画像をご参照いただき、項目を追加してください。 

 

・（追加したい休暇名）＋使用日数 

・（追加したい休暇名）＋使用時間数 



  

 

・（追加したい休暇名）＋残日数 

・（追加したい休暇名）＋残時間数 

 

 

2、給与計算 ＞ メニュー ＞ 「KING OF TIME から勤怠データをインポート」をクリックすると、 

  上記で設定した項目に KING OF TIME の休暇情報が取り込まれます。 

 

 

FAQ コンテンツに詳細を記載しております。以下タイトルでご検索ください。 

【 マネーフォワードクラウド給与と連携するにはどうすればよいですか？ 】 


