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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 レポートの構成 画像の差し替え

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
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月次 販管費分析

月次販管費分析は、月次決算数値における経費を単月及び時系列で評
価します。リアルタイム経営に必要な費用を細かく把握し、予算や前
年同月実績との比較を可視化します。

売上に占める販管費の割合や各勘定科目の金額を把握・評価すること
で、削減費用や投資費用を検討します。
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レポートの表示方法

画面中央の「レポート一覧」の下から、

月次販管費分析

を選択。

1



レポートの構成
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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: 「年度」を選択してください。
2: 「年月」を選択してください。
3: 「部門名称」を選択してください。
4: 「基準」を選択してください。

色の表示について

レポートの中に、「青色の数字」と「赤色の数
字」があります。

販売費及び一般管理費は、基準値以下で青色に
なります。

販管費(勘定科目)の月次推移(表)
販管費の勘定科目ごとに、月次の金額を基準
値とともに表示しています。

単月の販管費(勘定科目)の状況(グラフ)
フィルターで選択したデータを、基準値と比
較してグラフで表示しています。

単月の販管費(勘定科目)の状況(表)
フィルターで選択したデータを、基準値と比
較して数値で表示しています。

売上高販管費率の月次推移(グラフ)
売上高販管費率の月次推移を表示しています。

売上高販管費率の状況
フィルターで選択した売上高販管費率の基準
値との比較を表示しています。

販管費の月次推移(グラフ)
販管費の月次推移を表示しています。

販管費の状況
フィルターで選択した販管費の基準値との比
較を表示しています。
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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

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。

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）

月次販管費データ(勘定科目ごと)
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

9
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月次損益分析のレポート作成時に、

1081_月次会計_勘定科目あり.xlsm

でデータをアップロードしている方は、
本レポートは出力されています。

基準比として「予算」を使う場合は、

1081_月次会計_勘定科目あり.xlsm

を使い、販売費及び一般管理費の各勘定科目ごとに
「予実区分」で「予算」を選択し、予算データを作成後、

きづなPARKへアップロードしてください。



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

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
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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

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]
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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
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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、
「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
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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

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。



[1081_月次会計_勘定科目あり.xlsm]
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月次販管費データ(勘定科目ごと)
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お手元の勘定科目を含むデータが、日次のデータである場合

データを年月単位に集計した状態でご用意ください。

例) 2022/1のデータ

勘定科目で販管費の項目が複数ある場合、
カテゴリを「販売費及び一般管理費」とす
る。



03-3：[1081_月次会計_勘定科目あり.xlsm] への入力方法
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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。

勘定科目のカテゴリを
選択。

実績値の場合は「実績」
を選択。
予算の場合は「予算」を
選択。

確定した値の場合は、
「確報」を選択。
速報値の場合は「速報」
を選択。

勘定科目を記載。

年月、勘定科目単位の
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。



03-3： (参考 その2)
カテゴリが「売上原価」で勘定科目が「期末***」もしくは「***期末***」の場合の注意点
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カテゴリが「売上原価」で勘定科目が「期末***」もしくは「***期末***」の場合、金額を
マイナスの金額で入力！(必ず実施してください)

③マイナスの金額として入力すること！
決算書によっては、プラスの金額とし
て表記されている場合もあるので要注
意！

▽一例

②勘定科目に「期末」という
文字が入っている場合、

①カテゴリが「売上原価」



04-2： [1081_月次会計_勘定科目あり.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、
「1081_月次会計_勘定科目あり」
なので、出力されたCSVの名前は、
「1081_月次会計_勘定科目あり」＋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。



04-2： (参考)
【アップロード用データ作成】を押して「うまくいっていない」メッセージが出てきたら？
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1 データをコピー&ペーストし、
「アップロード用データ作成」を押しました。

2 すると、
うまくいっていないようなメッセージが出ました。

このメッセージはきづなPARKでレ
ポート表示するために、正しい形で
データが入っていない場合にでます。

メッセージで出ている、21行目4列目
の値を確認しましょう。

3 Excelを確認しましょう。
「販管費」という表記が間違っているようです。

21行目

4列目

ここは「リストから選択」になっています。

4 データをコピー&ペーストしたので「販管費」という文字を置くこと
ができました。プルダウンでみると、「販売費及び一般管理費」が正
しい表記でした。

正しい値に修正し(今回の場合は「販
売費及び一般管理費」にする)、再度、
①の【アップロード用データ作成】を
押しましょう。



05-2：
[1081_月次会計_勘定科目あり.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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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「1081_月次会計_勘定科目あり.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
「1081_月次会計_勘定科目あり_XXXXX.csv」
を選択し、「開く」を押します。

1081_月次会計_勘定科目あり.xlsm

05-2：
[1081_月次会計_勘定科目あり.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

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。

1081_月次会計_勘定科目あり.xlsm



- Platform As Reaching for the Keys -


