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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

2022/4/7 1.1 レポート作成に必要なデータ２
データをきづなPARKに保存する方法 税処理方式の追加

2022/7/1 1.2 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

2022/9/16 1.3 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 1.4 各ページ きづなPARK画面の画像の差し替え

2022/12/28 1.5 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

2023/1/31 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

[1012_税処理方法.xlsm] への入力方法 入力例を追加

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



4

月次 現金・預金残高推移

月次現金・預金残高推移は、月次の現預金の保有額を入金と出金から
予測し評価します。収入と支出から将来必要とされる運転資金を保有
できているかを可視化します。

すぐに現金化できる資金をどれだけ保有しているのか、保有している
資金額が適正かどうかを把握・評価することで、今後の支払への対策
や企業投資に向けた活動を検討します。
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5

レポートの表示方法

画面中央の「レポート一覧」の下から、

月次現金・預金残高推移

を選択。



レポートの構成

6

レポートを見る際には、ここのフィルター
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
「表示期間」を選択してください。

色の表示について

レポートの中に「赤色の数字」があります。
これは「注意が必要かもしれません」とい
う合図になります。

問題がないか、ご確認ください。

現金・預金の残高推移(表)
現金・預金に関して前月からの繰越金額、当
月の入金金額および出金金額、翌月への繰越
金額を表示しています。

現金・預金の状況についてコメント
表の上のグラフの状態から、簡易的なコメン
トを出力しています。

現金・預金の残高推移(グラフ)
フィルターで選択した単月の現金・預金の残
高の推移をグラフで表示しています。
棒グラフ(濃い色)=実績値
棒グラフ(薄い色)=予測値(簡易予測)
折れ線グラフ=基準となる値
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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 1

月次損益分析レポート
レポートの作成方法は、
マイページのトップページより、
各レポートの作成マニュアルをご参照ください。

• 月次現金・預金残高推移レポートでは、「月次損益分析レポー
ト」の予算の値を使って、簡易予測を行っています。

• 簡易予測を表示する場合は、「月次損益分析レポート」で「予算」
情報のアップロードを実施する必要があります。

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）

https://kdn-park.biz/psxXxiko45Xd/wp-content/uploads/reference_guide_to_reports.pdf
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構成データ ２

回収サイトおよび支払サイトの
条件の設定

税処理方法
※一度登録すれば、変更がない限り更新は不要です。

月返済予定金額の設定

期首現金・預金残高の設定

現金・預金の入出金額の設定

• 月次現金・預金残高推移レポートは、いくつか設定が必要です。

他のレポート用に設定している場合は不要です。

設定が必要です。

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）

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

10



01：アップロード用のExcelをダウンロード

11

「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、
以下のファイルの右端の下矢印を選択。

2

3

1011_決算情報10111012 1012_税処理方法.xlsm

1041 1041_月次会計情報_簡易入力.xlsm
もしくは

1081 1081_月次会計_勘定科目あり.xlsm

1



02：ダウンロードしたExcelファイルの構成

12

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

13

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。



[1012_税処理方法.xlsm]

14

税処理方法
※一度登録すれば、変更がない限り更新は不要です。
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03-1： [1012_税処理方法.xlsm] への入力方法

きづなPARKに投入するデータの
開始年度を記載してください。

プルダウンで「税込処理」「税抜処理」
を選択してください。

きづなPARKに投入するデータの
終了年度を記載してください。

推奨

例）2019年度～2021年度のデータ（2019年度：税込処理、2020年度：税込処理、2021年度：税抜処理）をきづなPARKに登録する場合

下記いずれかの入力方法にてデータの登録が可能です。



04-1： [1012_税処理方法.xlsm]でアップロード用のCSVを出力する方法

16

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、
「1012_税処理方法」
なので、出力されたCSVの名前は、
「1012_税処理方法」＋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。



05-1：
[1012_税処理方法.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

17

21

「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「1012_税処理方法.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
「1012_税処理方法_XXXXX.csv」
を選択し、「開く」を押します。

1012_税処理方法.xlsm

05-1：
[1012_税処理方法.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



05-1：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

19

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

1012_税処理方法.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。



[1071_サイト条件設定用.xlsm]

20

回収サイトおよび支払サイトの
条件の設定



03-2：[1071_サイト条件設定用.xlsm]への入力方法

21

売掛金の回収にかかる月数を数字
で記載。
「1」は「1か月」の意味。
当月の場合は、「0」を記載する
こと。

販管費の支払いまでの月数を数字
で記載。
「1」は「1か月」の意味。
当月の場合は、「0」を記載する
こと。

売上原価の支払いまでの月数を数
字で記載。
「1」は「1か月」の意味。
当月の場合は、「0」を記載する
こと。

運転資金として、月商何か月分の
資金が必要か、月数を数字で記載。
「1」は「1か月」の意味。
当月の場合は、「0」を記載する
こと。



04-2： [1071_サイト条件設定用.xlsm]でアップロード用のCSVを出力する方法

22

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、
「1071_サイト条件設定用」
なので、出力されたCSVの名前は、
「1071_サイト条件設定用」＋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：
[1071_サイト条件設定用.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

23

21

「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「1071_サイト条件設定用.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
「1071_サイト条件設定用_XXXXX.csv」
を選択し、「開く」を押します。

1071_サイト条件設定用

05-2：
[1071_サイト条件設定用.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

25

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

1071_サイト条件設定用

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。



[1072_返済計画設定用.xlsm]

26

月返済予定金額の設定



03-3：[1072_返済計画設定用.xlsm]への入力方法

27

何年のデータか、を表す
「年」を数字で記載する。

何月のデータ化、を表す
「月」を数字で記載する。

返済する元本の金額を記
載。

返済する利息の金額を
記載。

借入れをした場合は金
額を記載。

【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。



04-3： [1072_返済計画設定用.xlsm]でアップロード用のCSVを出力する方法

28

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、
「1072_返済計画設定用」
なので、出力されたCSVの名前は、
「1072_返済計画設定用」＋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：
[1072_返済計画設定用.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

29

21

「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「1072_返済計画設定用.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
「1072_返済計画設定用_XXXXX.csv」
を選択し、「開く」を押します。

1072_返済計画設定用

05-3：
[1072_返済計画設定用.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

31

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

1072_返済計画設定用

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。



[1073_期首残高設定用.xlsm]

32

期首現金・預金残高の設定



03-4：[1073_期首残高設定用.xlsm]への入力方法

33

何年のデータか、を表す
「年」を数字で記載する。

年度ごとの期首残高を
記載する。

【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。



04-4： [1073_期首残高設定用.xlsm]でアップロード用のCSVを出力する方法

34

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、
「1073_期首残高設定用」
なので、出力されたCSVの名前は、
「1073_期首残高設定用＋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：
[1073_期首残高設定用.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

35

21

「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「1073_期首残高設定用.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
「1073_期首残高設定用_XXXXX.csv」
を選択し、「開く」を押します。

1073_期首残高設定用

05-4：
[1073_期首残高設定用.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

37

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

1073_期首残高設定用

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。



[1074_入出金額設定用.xlsm]

38

現金・預金の入出金額の設定



03-5：[1074_入出金額設定用.xlsm]への入力方法

39

何年のデータか、を表す
「年」を数字で記載する。

何月のデータ化、を表す
「月」を数字で記載する。

第何期か、その値を記
載。

年月の入金額を記載。

年月の出金額を記載。

※まとめて記載する場合

【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。



03-5：[1074_入出金額設定用.xlsm]への入力方法

40

4

ひと月分のみ記載。

※毎月記載する場合。

【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。



04-5： [1074_入出金額設定用.xlsm]でアップロード用のCSVを出力する方法

41

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、
「1074_入出金額設定用」
なので、出力されたCSVの名前は、
「1074_入出金額設定用＋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。



05-5：
[1074_入出金額設定用.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

42

21

「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「1074_入出金額設定用.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
「1074_入出金額設定用_XXXXX.csv」
を選択し、「開く」を押します。

1074_入出金額設定用

05-5：
[1074_入出金額設定用.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



05-5：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

44

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

1074_入出金額設定用

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。



- Platform As Reaching for the Keys -


