
Scale Model

科学的な組織マネジメントで
組織の問題を解決し、事業を拡大する。
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経営会議のレベルが低い

自分の部署のことしかわからない

ただの報告会になっている

営業・マーケティング・管理などの各部担当者が、
社長や上長へ業績の進捗や結果を報告するだけの
会議になってしまっていて、次のアクションなど
の意思決定も社長や上長などの一部の参加者に依
存してしまっている。

参加者の多くが自分の領域のことしか見えておら
ず、他の領域を含む全社的な状況もわからないし、
その視野もないので、他の部署（領域）について
の話も上の空で、提案できる内容も自分の領域に
偏った部分最適な意見になってしまう。
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01. 経営会議での課題

02. 経営チーム作りでの課題

03. 予算管理での課題

04. ファイナンスでの課題

参加者全員が、全社的な視点を持って、全社的な課題を解決するためのアイデアや改善
策を考え、会社全体での全体最適な次の一手を見つけて会社全体の生産性を高める。

解決策



経営的な視座が低い

社長の負荷が重すぎる

全社的な視点をもつ人材がいない

幹部が、自分の領域（部署）のことしか見えてい
ないので、結局、全社の状況を理解しながら自分
の仕事ができておらず、プレーヤーとしては優秀
でも、経営チームの一員としては力不足になって
いる。

社長を支える経営チームが存在せず、社長だけが
会社全体を理解している状態になってしまって、
経営情報、意思決定、業務が一極集中して負担が
大きい。また、経営チームの知恵や経験を活かせ
ず、社長の能力が事業拡大の足かせになる。
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経営者的視座を持った各分野のプロフェッショナルが経営チームを構成し、チームメン
バーに権限移譲を行って、意思決定と実行をスピーディーに行える組織を作り、社長は
事業の未来構想など、社長としてやるべきことに集中できる環境を構築する。

解決策

01. 経営会議での課題

02. 経営チーム作りでの課題

03. 予算管理での課題

04. ファイナンスでの課題



予算の達成度が低い

予算と実行が紐付いていない

予算作成時の精度が低い

会計情報は精度の高い予算をつくるための十分な
情報が含まれておらず、前年度のPLをベースにし
て予算を作成しても精度が上がらない。また、KPI
をもとに予算を作っていても、KPIの粒度と解像度
が低く、予測の精度が高くならない。

予算を達成するためにはどのKPIをいくら達成しな
ければならないかや、あるKPIの達成状況が悪いと
きに、どのKPIでどれだけカバーすればいいのかが
わからないので、予算は経営管理側の数字遊びに
なってしまって、現場の実行管理と結びついてい
ない。
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粒度の細かいKPIを用いることと、その中でも重要なKPIを見誤らないことで、予算作成
時の精度を高め、それらのKPIを営業・マーケティング・カスタマーサポートなどの各
部が毎週進捗状況を把握してリアルタイムに改善していくことで運用の精度を高める。

解決策

01. 経営会議での課題

02. 経営チーム作りでの課題

03. 予算管理での課題

04. ファイナンスでの課題



資金調達が思うように行かない

説明しても納得されない

事業計画の作成に時間がかかる

どのようなKPIを用いて、どれくらい詳細な計画を
作ればいいのかがわかならない。また、 KPIを
ベースにつくっていてもどのKPIとどのKPIがどの
ように連動しているのかの関係性が不明瞭で、か
つ、PLへのつながりもわかりにくい。

計画作成に用いたKPIの中でもどのKPIが特に重要
なのか、またそれがなぜなのかの説明が十分では
なく、また、各KPIがどのようなコストKPIと紐付
いていて、どのようにコスト連動しているかも明
確ではないため説得性が低い。
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ビジネスモデル全体をできるだけ細かいKPIで分解して、それぞれのKPI間の連動関係や、
PLやCFへのつながりを明確にすることで、まずはビジネスの全体像を有機的に可視化
し、その次にビジョンに向けたロードマップを描くことでファイナンス時の説得性を高
める。

解決策

01. 経営会議での課題

02. 経営チーム作りでの課題

03. 予算管理での課題

04. ファイナンスでの課題
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戦略（モデリング）
売上・費用・資金のKPIを網羅的に洗い出し、KPIツリーでそれらの関係性を明確

にして、事業の全体像を数字で可視化し、ステークホルダーの理解と協力を得る。

Plan（計画）
KPIごとに計画を立てることで事業全体のPLとCFの高精度な計画をつくり、社

内・社外への納得性を高める。

Do（プロセス管理）
計画達成に必要なKPIごとの目標値を可視化して、誰が、いつ、どれだけやるか

を明確にして、進捗管理をしやすくし、計画達成度を高める。

Check（結果分析）
計画の達成・未達成の原因がどのKPIにあるのか、誰でも瞬時に正確にわかりや

すいように可視化し、課題を浮き彫りにする。

Action（シナリオフォーキャスト）
課題解決のいろいろな施策ごとに数字でシミュレーション（予測）して、ベスト

な施策を合理的に選択し、やるべきことの共通認識を得て実行力を高める。

組織の戦略からPDCAまでを、組織全体で数字を活用・共有して一元管理するScale Modelを導入することで、

組織の持つ能力を最大化するための経営基盤をつくります。

Scale Model

科学的な組織マネジメントで
組織の問題を解決し、事業を拡大する。



02 組織の実行力を高める

実践型研修プログラム

01 マネジメントを可視化する

クラウド型システム Scale Cloud
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Scale Modelを導入しても運用できなければ意味がありません。

Scale Modelを社内で運用できて、そして、成果を出していくための仕組み化を、２種類のサービスプランで支援します。

貴社のビジネスモデルや状況に応じたコンサル
ティングによりカスタマイズして提供する、実践
型の研修プログラムです。

Scale Modelによる戦略からPDCAまでの一連の
メソッドを、クラウドシステムによって一元管
理・共有し、組織全体で効果的なマネジメントを
しやすくします。
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01 Scale Cloudの主な機能

ダッシュボード機能
重要なKPIや異常なKPIを自動判定して、ダッシュボード上にグラフ化し

て表示します。

KPIツリー機能
KPIツリーをロジックツリー化して、部門横断的にKPI間の関係性を一覧

して見やすく可視化します。

事業計画機能
KPIの計画を立てることでPLやCFが自動作成されます。また、計画達成に

必要な各KPIの目標値が可視化されます。

経営会議機能
異常なKPIを会議前に担当者に自動通知して事前準備を促し、KPIごとに

原因・改善策などが議事録として保存され、いつでも参照できます。

比較機能
事業ごとや部門ごとの比較、計画と実績との比較が容易にでき、どこに問

題があるのかをわかりやすくします

シナリオフォーキャスト機能
複数のシナリオごとの計画、実績に応じた修正計画、改善策ごとの予測が

容易につくれて比較できます。

Scale Modelを運用するための機能が盛り込まれた「日本初」のクラウド型システム（特許出願済）です。
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直感的

未来
（予測的）

過去
（対処的）

専門的

BIシステム

Scale
Model

予算管理システム

具体的

全社部内

抽象的

BIシステム

Scale
Model

予算管理システム

01 Scale Cloudの特徴

 情報の粒度が粗い会計
ベースなので予測の精度
が低い

 全社予算と各部署のKPI
がバラバラで管理・運用
されていて予算達成度が
低い

 実績と乖離した原因が分
かりにくいので全社的な
改善策が立てにくい

 情報の粒度が細かいKPI
ベースなので予測の精度
が高い

 全社予算と各部署のKPI
が一体で管理・運用でき
るので予算達成度が高い

 実績と乖離した原因がど
のKPIにあるのかが分か
りやすいので適確な改善
策が立てやすい

予算管理システム 弊社

 複雑なので使いこなせる
人材が少なく属人化しや
すい

 重要なポイントがわかり
づらく会社全体の状況が
一部の人にしか理解でき
ない

 フォーキャストがしにく
く高度なスキルが必要

 シンプルなので誰でも使
いこなせて仕組み化しや
すい

 会社全体の状況と重要な
ポイントが誰でもわかり
やすい

 誰でも簡単にフォーキャ
ストできる

BIシステム 弊社
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02 実践型研修プログラムのカリキュラム

戦略編

第１章 科学的な経営を実現する「Scale Model」とは
稼ぐ力を強化する「稼ぎ方改革」が必要だ
組織全体のPDCA力を高める「Scale Model」
戦略を立てるために日々の活動と業績の関係を明らかにする
目標とプロセスを数値化するKGIとKPIとは
KPIを設定しても業績が上がらない理由
利益を上げるためのKPIをどのように捉えるか
事業全体にインパクトを与えるKPI「Scale Driver」を見極める

第２章 ビジネスを分解して数値化する
ビジネスプロセスを分解する７つの効能
ビジネスプロセスを分解するためにKGIを決める
ビジネスプロセスの分解方法を検討する
ロジックツリーで分解する際の１４のポイント
売上をロジックツリーで分解してKPI化する
費用をロジックツリーで分解してKPI化する
全体のプロセスを財務情報と結びつける

PDCA編

第３章 主要KPIごとに計画を立てる――Plan
Scale Modelを使って根拠の明確な事業計画を立てる
計画を立てる基本的な手順
現状を把握する
KPIの目標値を設定する
各KPIからKGI数値をシミュレーションする

第４章 主要KPIごとのプロセスを管理する――Do
取り組むべきKPIに優先順位を付ける
KPIをアクションに落とし込み、目標を定める
進捗を管理するための有意義な会議とは？

第５章 計画の達成・未達成の原因を可視化する――Check
結果分析の考え方と注意点
KGIとKPIの達成度を把握する
KPIを達成しても分析を行うべき理由がある
コミットリストの達成度の要因を分析する
コミットリストに含まれていないKPIの未達成要因を分析する

第６章 ベストな施策を合理的に選択する――Action
各プロセスを見直す
モデリング（戦略）を見直す
計画（PLAN）の見直し
シナリオフォーキャストによるシナリオの選択
プロセス管理（DO）の見直し

Scale Modelのメソッドを集約した約150ページにわた
る体系化された研修テキストを使用します。
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02 実践型研修プログラムのスケジュール

理解と運用準備
目安：1～2ヶ月

①モデリング（戦略）
・KPIツリーの作成
・重要なKPIの特定

②Plan（計画）
・KPIごとの目標値を決定
・PLとCF計画の作成

実践と振り返り
目安：1～2ヶ月

③Do（プロセス管理）
・アクションプランの決定
・進捗管理の仕組みづくり

④Check（結果分析）
・KPIの未達原因の分析
・アクションプランの分析

改善と自立運用
目安：1～2ヶ月

⑤Action（ｼﾅﾘｵﾌｫｰｷｬｽﾄ）
・改善シナリオの検討
・シナリオフごとの予測

⑥PDCAの継続
・自立して運用へ

01 導入 02 運用 04 成果03 定着

一般的な知識を伝える研修ではなく、具体的な貴社のビジネスモデルや状況を題材として、講師である弊社コンサ
ルタントが並走しながら、実際に社内で実践していきながらカリキュラムを進めるコンサルティング型の実践研修
です。

プログラム実施期間はおおよそ3ヶ月から6ヶ月間で、計15時間から20時間の実践型研修及びコンサルティングを
行います。

具体的なスケジュールはお客様のご都合に合わせて柔軟に対応可能です。また、オンラインでの実施も可能です。
なお、プログラム終了後の継続フォローも可能です。
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02 実践型研修プログラムの特徴

全社

定量的定性的

M社

S社

Scale
Model

Z社

業績目標を達成するため
の数字を組織全体の共通
言語として徹底的に活用
して主体的行動を引き出
す自走型マネジメント。

KPIを起点に行動レベル
に落とし込んだメソッド。
重要なKPIの特定が感覚
的であり、あくまで
PDCAの方法論。

組織構造と上司部下のそ
れぞれの役割及びルール
を徹底するピラミッド型
マネジメント。

社員アンケート調査によ
り、定性的な改善項目を
特定し、組織をモノサシ
（指標）化するマネジメ
ント。

PLとKPIを活用して、組織横断的な経営目線を持ち、全社的な視点で全社的な課題を解決できる幹部及び次世代

リーダーを育成することができます。



15

1. 解決したい課題

2. サービス内容

4. 導入事例

5. 会社概要

3. 料金



16

２種類のサービスプランの各料金は次の通りです。

02 組織の実行力を高める

実践型研修プログラム

01 マネジメントを可視化する

クラウド型システム Scale Cloud

一式100万円

プログラム対象人数は最大３名までとなります。
追加の場合、1人あたり20万円を頂戴しております。

月額５万円

３IDまでの料金です。
４ID以降は１IDにつき月額５千円を頂戴しております。

すべて税抜金額です。

オプション

◇導入オプション◇

弊社コンサルタントが、多数の他社事例をもと、にScale 
Modelに基づく貴社の戦略（モデリング）設計を支援します。

一式30万円

◇運用オプション◇

Scale Modelに基づくPlan（計画）・Do（プロセス管理）・
Check（結果分析）・Action（シナリオフォーキャスト）を弊
社コンサルタントが伴走しながら運用面での定着を支援しま
す。

月額15万円
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導入企業例

上場企業、上場準備中の企業、シード・アーリー期のスタートアップなど、ステージも従業員規模も、幅広い会

社で導入いただいています。



導入企業の声

01 株式会社 i-plug
代表取締役 中野智哉

新卒採用市場に特化したダイレクトリクルー
ティングサービス「OfferBox」を提供

02 株式会社 レスタス
代表取締役 大脇 晋

名入れ制作物のインターネット通信販売に
特化したビジネスを展開

03 株式会社 ネットオン
代表取締役 木嶋 諭

クラウド型採用サイト作成ソフトウェア

「採用係長」の運営

01 株式会社 i-plug
代表取締役 中野智哉

新卒採用市場に特化したダイレクトリクルー
ティングサービス「OfferBox」を提供

会社として、より早く意思決定ができ、より早くPDCAがまわせるので、ビ
ジネススピードが格段に早くなる。

KPIを活用することで会社全体の状況を定量化でき、社長以外の役員や社
員が意思決定できるようになった。

役員や社員へ意思決定が分散できたことで、より早く会社のPDCAがまわせる
ので、ビジネススピードが格段に早くなった。

学んできた理論とやってきた実践が結びつき、より効果的に実行できるように
なった。



導入企業の声

01 株式会社 i-plug
代表取締役 中野智哉

新卒採用市場に特化したダイレクトリクルー
ティングサービス「OfferBox」を提供

02 株式会社 レスタス
代表取締役 大脇 晋

名入れ制作物のインターネット通信販売に
特化したビジネスを展開

03 株式会社 ネットオン
代表取締役 木嶋 諭

クラウド型採用サイト作成ソフトウェア

「採用係長」の運営

02 株式会社 レスタス
代表取締役 大脇晋

名入れ制作物のインターネット通信販売に
特化したビジネスを展開

成果に至るプロセスを経営者と各事業責任者が把握することで、全員
の認識と行動がピタッと一致するのを実感した。

KPIの活用によって売上や利益といった成果に行き着くまでのプロセスをロジカル
に方程式のように可視化できた。

ファイナンス時に、合理的にビジネス全体を俯瞰して、ロジカルに納得性の高い
プレゼンテーションができるようになった。

自分がどこに注力すれば、会社全体の数字も上がっていくのか、という思考のパ
ラダイムシフトが起きて、現場の視座が高くなった。



導入企業の声

01 株式会社 i-plug
代表取締役 中野智哉

新卒採用市場に特化したダイレクトリクルー
ティングサービス「OfferBox」を提供

02 株式会社 レスタス
代表取締役 大脇 晋

名入れ制作物のインターネット通信販売に
特化したビジネスを展開

03 株式会社 ネットオン
代表取締役 木嶋 諭

クラウド型採用サイト作成ソフトウェア

「採用係長」の運営

03 株式会社ネットオン
代表取締役 木嶋諭

クラウド型採用サイト作成ソフトウェア

「採用係長」の運営

ファイナンスに頼らなくてもキャッシュ・フローを生み出せるビジネスモデルを
構築できる。

売上、コスト、お金の3つの視点でKPIを管理できるようになり、会社全体のお
金の流れがつかみやすくなった。

幹部や社員が経営指標を常にリアルタイムに見えている状態がつくれると、予
算を含めた権限移譲もしやすくなった。

今のまま行くと結果がこうなる、という姿が、常にリアルタイムで確認でき、アクセ
ルを踏むか弱めるかの判断もつきやすくなった。
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メディア掲載例

2020年5月に日本経済新聞の本紙に掲載
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無料個別相談や無料デモンストレーション（オンラインでもオフラインでも可能）、見積書
の作成など、お気軽に電話またはメールにてご連絡ください。お問い合わせ

05. メール

06. 代表者

01. 会社名

02. 所在地

03. ホームページ

04. 電話

株式会社ビーワンカレッジ

東京オフィス 東京都港区三田2-14-5
大阪オフィス 大阪市北区西天満2-6-8

03-6275-1771（受付時間：平日9時から18時）

info@beonecollege.co.jp（24時間受付中）

https://www.beonecollege.co.jp

広瀬 好伸

2002年あずさ監査法人入社し、主に銀行監査に従事。2007年起業後は、

公認会計士・税理士として、上場企業役員、IPO、M&A、企業再生、社外

CFOなどを通じて600社以上の事業に関わる。その中で得た事業サイドと

経営サイドの経験から、現場と経営者が共通でビジネス数字を活用できる

独自のマネジメントメソッド「Scale Model」を開発。部署単位でバラバ

ラに管理しているKPIとコスト情報を統合し、事業全体で最適な意思決定

を可能にする科学的経営を提唱。

mailto:info@beonecollege.co.jp
https://www.beonecollege.co.jp/

