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支援者、支援企業・団体向け



きづなPARKとは

きづなPARKは、経営情報というデータを
  利用・活用するためのプラットフォームです。

中小企業の経営資源(ヒト・モノ・カネ・情報・時間)に関するさまざまなコンテンツを集めて、

データの可視化を行いながら、PARK（パーク）に集まった多くの企業や人とともに

より良い企業経営の鍵をつかむための場所です。
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新規事業・既存事業のヒントに！
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BtoBビジネスを展開する企業様が、新たな付加価値やサービスを創出するために
顧客の経営状態を可視化する仕組みをきづなPARKは提供します！

次のページから説明いたします。

既存の自社サービスに
付加価値をつけて

展開したいとお考えの企業

既存顧客向けに
新規サービスの開発
を模索されている企業

事業転換
を模索されている企業

日本はデータの利用・活用を促進する社会に移行しようとしています。
世界が変化している中で貴社の変化をお考えの場合、きづなPARKがそのお役に立てるかもしれません。
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本資料について

本資料の対象の方
の顧客群 本資料の対象の方

きづなPARKを導入して、貴社の
顧客の支援を行うことが可能です。

中小企業 支援者、支援企業・団体

さまざまな情報プラットフォーム 参画企業・団体

支援・伴走型
サポート

データ ツール
レポート

活用データ
活用ノウハウ

成果データ
自社経営データ

データ データ ツール
改善点

データ データ

データ
レポート

持続的な中小企業の発展という目的で、
企業間のつながりや共創も生み出します

行政や地方自治体、その他民間プラット
フォームは、データをつないで中小企業支援

経営者に寄り添うコンサルタントやアドバイ
ザーが、データ活用で企業経営を伴走サポート

中小企業向けクラウドサービス事業者など、
ツールやデータの提供でPARKへ参画

資料の目的 ： 貴社で、きづなPARKの導入可否をご判断いただく際のイメージをつかんでいただくこと。

使用例

中小企業・小規模事業者を
支援する立場をとる企業

顧客となる、中小企業・
小規模事業者の方 と々なります。



きづなPARKは「広場(ひろば)」を提供
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支援者は複数のユーザーに紐づけることができます。
複数の支援者を１ユーザーに紐づけることも可能です。

支援企業

支援者

中小企業
（ユーザー）

きづなPARKを自社の顧客向けに活用され
たい支援企業に向けて、きづなPARK内に
専用の「広場」をひとつ、用意いたします。

支援者はアカウントを付与された後、自身の顧客である中小
企業をきづなPARKのユーザーとして登録することができます。

Ａ社 広場 Ａ社 広場内
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きづなPARKの使い方(イメージ)
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中小企業・小規模事業者を「ユーザー」
として登録します。（複数社の登録が可能）

ユーザーは、自社のマイページを持ちます。
データのアップロード、レポート表示は自社
のマイページ内で行います。

中小企業・小規模事業者を支援する
ために、「広場」を開設します。

支援者、支援企業・団体は、ユーザーの
マイページに入ることが可能です。
ユーザーの経営状態を把握し、ユー
ザーを支援することが可能になります。

顧客となる「ユーザー」 支援企業の「広場」

中小企業 支援者、支援企業・団体

さまざまな情報プラットフォーム 参画企業・団体

支援・伴走型サポート

データ ツール
レポート

活用データ
活用ノウハウ

成果データ
自社経営データ

データ データ ツール
改善点

データ データ

データ
レポート

持続的な中小企業の発展という目的で、
企業間のつながりや共創も生み出します

行政や地方自治体、その他民間プラット
フォームは、データをつないで中小企業支援

経営者に寄り添うコンサルタントやアドバイ
ザーが、データ活用で企業経営を伴走サポート

中小企業向けクラウドサービス事業者など、
ツールやデータの提供でPARKへ参画
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きづなPARKを使ったユーザー(顧客)支援

支援・伴走型サポートを実施。
顧客を「選ばれる企業」に導く！

内容の分析を行い、次のアクションに
向けた支援策の考案します。

ヒト・モノ・カネ・情報・時間
の各データを投入。

状況の可視化。
次のアクションへのヒント。

持続的な中小企業の発展という
目的で、企業間のつながりや共創
も生み出します

自社の情報をデータ化し提供することで、
経営改善につながるレポートを受け取れ
るほか、集まったビッグデータを自社の
経営に役立てることができます

経営者に寄り添うコンサルタント
やアドバイザーが、データ活用で
企業経営を伴走サポート

きづなPARKをお客様への経営アド
バイスツールとして使い、活用方法を
フィードバックします

中小企業 支援者、
支援企業・団体

STEP 4

STEP3STEP1

STEP2

支援者、支援企業・団体は、顧客であるユーザーの
情報を、きづなPARKで確認することが可能です。



支援企業が実施する領域
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データの掛け合わせ

企業の経営状態の可視化 企業の対外的な立ち位置の可視化

※ きづなPARKへのデータ連携は、
　 P11.「きづなPARKへのデータ連携」
　 をご参照ください。

企業の状態をデータで把握。支援者、支援企業・団体
が実現する領域

きづなPARK
の中で実現する領域

支援・伴走型サポートを実施。
顧客を「選ばれる企業」に導く！

改善策の策定!

ヒト モノ カネ 時間情報
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きづなPARKで可視化したレポートを見る

現在、皆様がいる
オープンエリア

レポートが表示される
クローズエリア

中小企業経営に役立つニュースやきづなPARK
内のビッグデータ集計による情報を発信

自社の立ち位置把握や、経営数値を入力する
ことで簡易的な将来予測が可能

個社の経営データ他、政府オープンデータなど
中小企業経営に役立つデータを集約

あらゆるデータや各社ビジネス優位性同志
のマッチングにより、新たな可能性を発掘

経営の5大要素であるヒト・モノ・カネ・時間・情報のデータ収集
が可能な各種ツールとの連携により、シームレス利用を促進

自社の情報整理や可視化、レポートに
よる実態把握とデータの掛け合わせ
分析による経営補助機能

きづなPARKで何ができるのか？
数値で見るきづなPARKや利用
イメージなどを確認

きづなニュース

きづなシミュレーター

データ収集・蓄積・分析

共創エリア各種クラウドツールとの連携

自社マイページ

PARK案内図

- OPEN AREA -

- CLOSE AREA -

誰もが集い、情報収集や
体験ができるエリア

レポートを見るには、きづなPARKの
クローズエリアに入る必要があります。

データのアップロードは、
クローズエリア内で実施できます。



きづなPARKで利用可能なレポート
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クローズエリアレポート一覧 ヒト モノ カネ 時間情報 経営に必要な５つの情報を活用
企業経営を改善するため、データから可視化を行います。

年間の情報で企業の状態を比較・分析

GX・DX関連

月間の財務情報で企業の状態を分析

経営診断きづなFocus 業績同業他社比較 決算書3ヶ年分析 月次損益分析 月次販管費分析 月次現金預金残高推移

DX推進度診断DXスタート診断 知財活用診断中小企業版ESG判定

月間で生産性を分析

月次生産性分析
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きづなPARKへのデータ連携

ヒト

モノ

カネ

時間

情報

自社のPCに
データがある場合 ・・・・・・

・・・

最新情報はお問い合わせフォームからお問い合わせください。
※ きづなPARKに接続されているクラウドサービス

手動でデータ更新

input !

きづなPARKと、
使用しているクラウドサービス
が連携されている場合※

定期的に自動で
データ更新



データのレポート化
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GX・DX関連

自動でレポートの値が更新

年間の情報で
企業の状態を比較・分析

月間の財務情報で
企業の状態を分析

月間で
生産性を
分析



きづなPARK レポート活用イメージ
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input !
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「自社のデータを情報として見る」ことに慣れていないユーザーには？case1

・ 売上高
・ 売上原価
・ 販売費
   及び一般管理費

業績同業他社比較レポートで、他社と比較してみる！

自社の収益に 伸びしろがありそうか、
他社と比較・確認することで
次期の事業方針のヒント 
を得られる可能性があります。

決算書の損益計算書にある収益を、
同業(産業大分類)・同規模(従業員数)
の収益と比較 して表示します。

action!
前年の決算書から
以下のデータを引き出す
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決算書があるので、そこから情報を得たい！というユーザーには？case2

input !

action!
決算書3ヶ年分を取得する

決算書3ヶ年分析レポートで、自社の業績を年単位の推移で把握する！

決算書３期分の情報
(貸借対照表・損益計算書)から
経営成績と財務状態のタイプ
を確認することができます。

主要な財務指標の値を業界平均値と
比較をすることで、自社を客観的に
評価、今後の経営判断に活かす
ことができます。

・ 損益計算書
・ 貸借対照表 

3ヶ年分



input !
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年単位で把握できたので、月次で評価したい！というユーザーには？case3

月次 損益分析レポートで業績を月単位で把握！改善活動に活かす！

予算を入れると予実管理も！

全社または部門別の 
月次経営成績 
を予算対比・前年同月対比で
確認することができます。

収益及び費用の状況から毎月の
経営状況を迅速に把握・評価する
ことで、次月や会計期末に向けた
対策を検討します。

・ 売上高
・ 売上原価
・ 販売費及び一般管理費

月単位

・ 売上高
・ 売上原価
・ 販売費及び一般管理費

予算

action!
月次で損益データを更新する



input !

17

自社のデジタル化(DX化)を進めたいけれど・・・、というユーザーには？case4

自社のDX推進状態を毎月更新することで、改善活動に活かす！

DXマーク認証制度を基準にした
DXへの取り組み度
を確認することができます。

デジタルツールの活用度やアンケート
調査の結果から月次の進捗や他社との
比較を把握することで、DX企業に必要な
注力ポイントの検討やDXへの取り組みが
経営成績に与える影響を評価します。

・ DX進捗アンケート
月単位

action!
月次でDX進捗状況の
アンケート結果を
きづなPARKにアップロード



経営情報をPDFでお持ちで、その利用・活用ができていない場合、
PDFのデータ化はOCR  等を使った支援が可能です。

また、クラウドサービスを使ってデータを蓄積するための支援も可能です。

上記以外にも、経営情報を利用・活用するにあたって支援を受けることをご検討されている場合は、
本資料最後のページにある問い合わせ先から、お問い合わせください。
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支援をご検討いただいている方へ

OCRは、例えばPDFに記載の情報を値としてExcelなどに書き出すことができます。
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正しく経営判断をするためには、

「正確」で「最新」の情報を使って可視化する

ということです。

重要なことは
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きづなPARK    に   るエリアのご案内
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共創エリアとは

全ての中小企業経営者、中小企業を応援する事業者、公的機関、その他民間事業者が活用し
生まれた価値を共有する・・・そのような、きづなPARKの中でもより公共的な利用者が集うエリアです。

あらゆるデータや各種ビジネスをつなげることから、中小企業の新たな可能性を発掘します。

企業も人も情報も、集まりつながり、共に創る。



共創エリアは共に創ることで企業経営の鍵を掴む場所です。
きづなPARKをご利用いただいている中小企業の皆様、支援企業の皆様からの掲載依頼もお持ちしています。
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共創エリアマップ

課題の解決につながり、デジ
タル化やグリーン社会への取
り組みにつながるツールや
サービスを紹介しています。

キッチンカーエリア

企業経営に役立つオンライン
イベントやセミナーの紹介をし
ています。より良い経営に向
けた鍵の発見へつながります。

きづなステージ

「共に創る」に共感いただい
たコンソーシアムの紹介をし
ています。同じ思いや課題を
持つ仲間との、新たなつな
がりがここにあります。

コンソーシアム紹介
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きづなPARKのご利用にあたって

きづなPARKは、各利用者が集め保有しているデータを提供し合い、みんなで活用する場です。

提供されたデータは、大切に取り扱い、相互利用いたします。
きづなPARKで扱うデータの内容と個社のデータ、集められた企業のデータが、それぞれ
どのように活用され、どのように管理されているのかを分かりやすくご紹介いたします。

詳細は下記をご覧ください。

https://kdn-park.biz/terms/

きづなPARKの規約とセキュリティ

https://kdn-park.biz/terms/


https://kdn-park.biz/contact/

お問い合わせ ・ 新規登録はこちら

https://kdn-park.biz/contact/

