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日付 Ver ページ名称 変更内容の概要

2022/2/14 1.0 ー Ver.1.0作成

2022/7/1 1.1 レポートの構成

画像の差し替え

・レポートの右上に「Confidential 重要企業情報のため取り扱いにご注意くださ

い」を追加

・「売上総利益（粗利）」にレポートの表記を統一

データをきづなPARKに保存する方法 従業員数を登録する必要があり、方法を追加

2022/9/16 1.2 レポートに必要なデータ 構成データ内容の修正、情報追加

2022/12/21 1.3 各ページ きづなPARK画面の画像の差し替え

2022/12/28 1.4 レポートの概要 コメントの修正

レポートの構成 レポート画像の差し替え

2023/1/13 1.5 各ページ アップロードフォーマット統合による記載変更

2023/1/31 1.6 レポートに必要なデータ ユーザー企業登録情報を追加

2023/2/10 1.7 レポートの構成 レポート画像の差し替え

2023/3/28 1.8 データをきづなPARKに保存する方法 レポート画像の差し替え

改訂履歴
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本書の内容について

レポートの概要 レポートの表示方法 レポートの構成

レポートに必要なデータ

1 2 3

4

データをきづなPARKに
保存する方法

5
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DX推進度診断

DX推進度診断は、中小・小規模企業のDX(デジタルフォーメーション)

への取り組みにおけるデジタル活用度を評価します。DXへの取り組み
が企業の売上増加や利益拡大、生産性の向上にどのように繋がってい
るかを可視化します。

デジタル活用への投資結果や活用状況を売上や利益と比較することで、
DXへの取り組みに対する課題を見つけることができます。
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5

画面中央の「レポート一覧」の下から、

DX推進度診断

を選択。

レポートの表示方法

1



6

レポートの構成

複数枚のレポートで構成されている場合、
レポートを一番下までスクロールすると、タブがあります。
レポートの切り替えは、各タブをクリックして行います。

タブを選択すると、
表示されるレポートが変わります。



レポートの構成 1ページ目
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DX推進度
DX推進アンケートの結果を点数化
して、対象年月のDX進捗度を表示
しています。

デジタル活用度の自社結果
DX推進アンケートから、各デジタ
ル要素に当てはまる項目を抽出し点
数化し、対象年月のデジタル活用度
を表示しています。

デジタル活用度の他社比較
他社とのデジタル活用度の比較を表
示しています。
横棒グラフが自社の値で、平均値よ
り高いか低いか、を把握できます。

月次損益、稼働時間の推移
対象年月の収益、労働時間、時間当
たりの収益を表示しています。

DX推進度推移
DX進捗度の推移や前月からの増減
割合を表示しています。

レポートを見る際には、ここフィル
ターを必ず確認し、適切な値を選択し
てください。

フィルターの種類
1: 「対象年月」を選択してください。



レポートの構成 2ページ目
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アンケート設問
DX推進アンケートの設問を表示し
ています。

アンケート回答
DX推進アンケートの回答状況を表
示しています。

レポートを見る際には、ここフィル
ターを必ず確認し、適切な値を選択し
てください。

フィルターの種類
1: 「対象年月」を選択してください。
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レポートに必要なデータ

• レポート作成に必要なデータの一覧については下記からご確認ください。
きづなPARKレポート手引書（レポートに必要なデータ）

ユーザー企業登録情報

会社名 業種 従業員数

決算月 会計締め日

◼ 支援企業管理者・支援者アカウントをご利用の皆様
きづなPARKログイン後、「ユーザー企業情報 ＞ 企業プロフィール」へアクセスのうえ、情報の登録を行ってください。

◼ ユーザー企業アカウントをご利用の皆様
きづなPARKログイン後、「アカウント管理 ＞ 登録情報設定」へアクセスのうえ、情報の登録を行ってください。

https://kdn-park.biz/psxXxiko45Xd/wp-content/uploads/reference_guide_to_reports.pdf
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構成データ

DXアンケートへの回答結果

レポートに必要なデータ

• レポート作成に必要なデータの一覧については下記からご確認ください。
きづなPARKレポート手引書（レポートに必要なデータ）

勤怠データ
HRMOS勤怠 by FOVAL をご契約されている場合
はアップロード用ファイルによる実績データの
登録は不要です。

月単位の売上高・売上原価
eco会計クラウドをご契約されている場合はアッ
プロード用ファイルによる実績データの登録は
不要です。

https://kdn-park.biz/psxXxiko45Xd/wp-content/uploads/reference_guide_to_reports.pdf


データをきづなPARKに保存する方法
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01：アップロード用のExcelをダウンロード
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「テンプレート一覧」の右側に
ある下矢印を選択。

「テンプレート一覧」のページから、
以下の各ファイルの右端の下矢印を選択。

2

3

1031_DX進捗状況.xlsm1031

1031 1031_DX進捗状況.xlsm

1041 1041_月次会計情報(簡易入力).xlsm

1052 1052_勤怠情報(実績入力).xlsm

1



02：ダウンロードしたExcelファイルの構成
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ボタンです。

値を入力する
場所です。

入力する内容の説明
と入力例です。

※このページで表示しているExcelはサンプルです。
※Excelの構成をイメージをつかんでください。



03：ダウンロードしたExcelファイルへの入力方法
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1 「コンテンツの有効化」を押します。

「はい」を押します。2

この部分にデータを入力します。
コピー&ペーストでも可能です。

3

※このページで表示しているExcelはサンプルです。
※Excelの構成をイメージをつかんでください。



[1031_DX進捗状況.xlsm]
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DXアンケートへの回答結果



03-2： [1031_DX進捗状況.xlsm] への入力方法
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アンケートへの回答を、
プルダウンで選択します。

回答年月を
記載してく
ださい。



04-2： [1031_DX進捗状況.xlsm]でアップロード用のCSVを出力する方法
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1 「アップロード用データ作成」を押します。 2 「OK」を押します。

出力されるCSVファイルは、
「Excelのファイル名＋数値」
で出力されます。

ここで使っているExcel名は、
「1031_DX進捗状況」
なので、出力されたCSVの名前は、
「1031_DX進捗状況」＋数値の羅列「xxxxxxxxxxxxxxxxxxx」となっています。

出力されたCSVの保存場所は、値の入力で使ったExcelと同じ場所です。

3

出力したファイル名が表示されます。



05-2：
[1031_DX進捗状況.xlsm]で保存したデータを
きづなPARKに保存しレポートで表示する方法
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1 2

「きづなデータアップロード」を選択
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3 「きづなデータアップロード」画面が表示されます。 4

この場所で「1031_DX進捗状況.xlsm」をプルダウンから選択します。

5 「データを選択する」を押します。 6

作成した
「1031_DX進捗状況_XXXXX.csv」
を選択し、「開く」を押します。

1031_DX進捗状況.xlsm

05-2：
[1031_DX進捗状況.xlsm]で保存したデータを
きづなPARKに保存しレポートで表示する方法



05-2：保存したデータをきづなPARKに保存しレポートで表示する方法
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7 「データを登録する」を押します。 8 「ステータス」が「処理待ち」になります。

1011 財務分析、業績ベンチマーク

アップロードしたデータは、30分前後で更新されます。
「ステータス」の値の更新は、
「絞り込み」ボタンを押すことで、手動更新可能です。

9

1031_DX進捗状況.xlsm

この部分にアップロードしたファイル名が表示されます。

この部分にアップロードするファイル名が表示されます。



[1041_月次会計情報_簡易入力.xlsm]

21

月単位の売上高・売上原価



03-3： [1041_月次会計情報_簡易入力.xlsm] への入力方法
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【重要】
赤枠で囲ったところで重複がないように、
データ作成する必要があります。

年と月を数字で入
力してください。

予算か実績かを選
択してください。

確定した金額なら「確報」、仮の金額
なら「速報」を選択してください。

年月単位で「売上高」「売上原価」
「販売費及び一般管理費」をそれぞれ
記載してください。

年月単位で「売上高」「売上原価」
「販売費及び一般管理費」をそれぞれ
記載してください。

年月単位で「売上高」「売上原価」
「販売費及び一般管理費」をそれぞれ
記載してください。



04-3： [1041_月次会計情報_簡易入力.xlsm]でアップロード用のCSVを出力する方法
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1 「アップロード用データ作成」を押します。 2 「OK」を押します。

出力されるCSVファイルは、
「Excelのファイル名＋数値」
で出力されます。

ここで使っているExcel名は、
「1041_月次会計情報_簡易入力」
なので、出力されたCSVの名前は、
「1041_月次会計情報_簡易入力」＋数値の羅列「xxxxxxxxxxxxxxxxxxx」となっています。

出力されたCSVの保存場所は、値の入力で使ったExcelと同じ場所です。

3

出力したファイル名が表示されます。



05-3：
[1041_月次会計情報_簡易入力.xlsm]で保存したデータを
きづなPARKに保存しレポートで表示する方法
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1 2

「きづなデータアップロード」を選択



25

3 「きづなデータアップロード」画面が表示されます。 4

この場所で「1041_月次会計情報_簡易入力.xlsm」をプルダウンから選択します。

5 「データを選択する」を押します。 6

作成した
「1041_月次会計情報_簡易入力_XXXXX.csv」
を選択し、「開く」を押します。

1041_月次会計情報_簡易入力.xlsm

05-3：
[1041_月次会計情報_簡易入力.xlsm]で保存したデータを
きづなPARKに保存しレポートで表示する方法



05-3：保存したデータをきづなPARKに保存しレポートで表示する方法
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7 「データを登録する」を押します。 8 「ステータス」が「処理待ち」になります。

1011 財務分析、業績ベンチマーク

アップロードしたデータは、30分前後で更新されます。
「ステータス」の値の更新は、
「絞り込み」ボタンを押すことで、手動更新可能です。

9

この部分にアップロードしたファイル名が表示されます。

この部分にアップロードするファイル名が表示されます。

1041_月次会計情報_簡易入力.xlsm



[1052_勤怠情報_実績入力.xlsm]

27

勤怠データ



03-4： [1052_勤怠情報_実績入力.xlsm] への入力方法
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【重要】
赤枠で囲ったところで重複がないように、
データ作成する必要があります。

年と月を数字で入
力してください。

年月単位で、従業員全体の労働時間を、
時と分で分けて記載してください。



04-4： [1052_勤怠情報_実績入力.xlsm]でアップロード用のCSVを出力する方法
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1 「アップロード用データ作成」を押します。 2 「OK」を押します。

出力されるCSVファイルは、
「Excelのファイル名＋数値」
で出力されます。

ここで使っているExcel名は、
「1052_勤怠情報_実績入力」
なので、出力されたCSVの名前は、
「1052_勤怠情報_実績入力」＋数値の羅列「xxxxxxxxxxxxxxxxxxx」となっています。

出力されたCSVの保存場所は、値の入力で使ったExcelと同じ場所です。

3

出力したファイル名が表示されます。



05-4：
[1052_勤怠情報_実績入力.xlsm]で保存したデータを
きづなPARKに保存しレポートで表示する方法
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1 2

「きづなデータアップロード」を選択
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3 「きづなデータアップロード」画面が表示されます。 4

この場所で「1052_勤怠情報_実績入力.xlsm」をプルダウンから選択します。

5 「データを選択する」を押します。 6

作成した
「1052_勤怠情報_実績入力_XXXXX.csv」
を選択し、「開く」を押します。

1052_勤怠情報_実績入力.xlsm

05-4：
[1052_勤怠情報_実績入力.xlsm]で保存したデータを
きづなPARKに保存しレポートで表示する方法



05-4：保存したデータをきづなPARKに保存しレポートで表示する方法
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7 「データを登録する」を押します。 8 「ステータス」が「処理待ち」になります。

1011 財務分析、業績ベンチマーク

アップロードしたデータは、30分前後で更新されます。
「ステータス」の値の更新は、
「絞り込み」ボタンを押すことで、手動更新可能です。

9

この部分にアップロードしたファイル名が表示されます。

この部分にアップロードするファイル名が表示されます。

1052_勤怠情報_実績入力.xlsm



- Platform As Reaching for the Keys -


