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サービス紹介

ビジネスのスケールアップを実現する
KPIマネジメントツール
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Scale Cloud とは

01
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事業全体の数値を部門横断的にすべて可視化！

いま最も優先すべきKPIがわかり、チームプレーでビジネスを
グロースさせるクラウドシステムです。

多くの企業では、マーケティング部や営業部といった部署ごとに、異

なるシステムや方法でデータ管理しているため、事業横断的に会社全

体の状況を把握しづらくなり、感覚的な意思決定になりがちです。

Scale Cloudで統一フォーマットに統合することで、売上や費用をKPI

とロジックツリーで構造分解し、利益に至る業務プロセスをKPIで可

視化してフォーマット化します。

01 Scale Cloud とは
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問 題

Problem

02



55

02 問 題 Problem

部署ごとに異なるデータ管理

事業全体の
優先課題を見つけにくい

メンバー個人個人のKPIが達成

事業全体の目標が
達成しない矛盾

結果が出るまで業績目標の
達成or未達成が分からず

リカバリーできない

高度なスキルがないと
使いこなせない

複雑すぎるUIの
一般的なBIツール
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解 決 策

Solution

03



部署ごとに異なるデータ管理

事業全体の優先課題を見つけにくい

SFA、CRM、MA、スプレッドシート、会計ソフトなど、部署ごとにバラ

バラでデータ管理しているので、それらを集計して事業全体の状況を把握

するのに時間と手間がかかり全体最適な優先課題も見つけにくい。

・バラバラに管理しているKPIデータや財務データを自動で集約・統合

できる（特許取得済）。

・事業運営に必要な情報がいつでもわかりやすく手元に一元管理できる。

・事業全体で優先的に改善すべきKPIがパッと見てわかる。

あらゆるツールのデータを
集約/統合する



メンバー個人個人のKPIが達成

事業全体の目標が達成しない矛盾

各部署や各メンバーの個々のKPIは常に進捗を追っているので達成率は高

いけど、事業全体ではリアルタイムに部門横断的にマネジメントできてお

らず業績目標の達成率が決して高くない。

・各部署や各メンバーの個々のKPIが、事業全体の業績目標とどのように

つながっているかがわかる。

・いまどの部署のどのKPIに問題があって、それをどの部署がどうやって

リカバリーすればいいかがわかる。

・かんたんにフォーキャストできて、最善のアクションプランを組織全体

で共通認識が持てる。

事業全体をKPIツリーで
可視化 / 分析 / 予測 が可能

達成 達成 達成 達成 達成 達成

未達成

達成 達成 達成 達成 未達成

未達成

達成



結果が出るまで業績目標の達成or未達成が分からず

リカバリーできない

業績目標に対する結果が出るまで達成したか未達成かがわからず、業績結

果が出る前に事業全体をリアルタイムに進捗管理できないのでリカバリー

できない。

・進捗が悪いKPIがすぐにわかるので、結果が出る前のリカバリーしやすい。

・予実のズレとその原因が誰でもひと目で分かるので、すぐに改善アク

ションがとれる。

・予算達成するために最も優先的に改善すべきKPIがレコメンドされる。

予実のズレが瞬時にわかって
原因/解決策もすぐに出る

時系列

実績

目標

状況把握

時系列

実績

目標

リカバリー



高度なスキルがないと使いこなせない

複雑すぎるUIの一般的なBIツール

一般的なBIツールを使いこなせるのはコーポレートサイドの一部のメンバ

ーのみで属人化しやすく、多くのビジネスサイドのメンバーが活用しきれ

ないので組織全体の共通認識が持ちにくい。

・BIツールのように高度なスキルは不要で、誰でもかんたんに使える。

・Excelやスプレッドシートのようにメンテンナンスが煩雑にならない。

・業務が属人化しづらく組織全体で可視化/分析/予測/実行を仕組み化

しやすい。

誰もが使える直感操作で
運用 / 定着 しやすい
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機 能

Function

04
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04 機 能 Function

ダッシュボード

01 02 03

レコメンド

事業/部門/商品・サービスごとに、どのKPIのどの数値

（計画/実績/見込など）かをプルダウンで選択するだけ

で、自由に誰でもかんたんにグラフ化できます。ま

た、会社/組織/チームで共通認識を持つためのダッシュ

ボードと、個人個人でカスタマイズして利用するダッ

シュボードの、2種類のダッシュボードをわけて管理で

きます。データ更新は自動的に行われるので、リアル

タイムに事業の状況がパッと見てつかめます。

分析アルゴリズムをつかったデータサイエンスにより、

KGI/KPIをプルダウンで選択するだけで、自動で統計

的な分析が行われて、「そのKGI/KPIに対してどのKPI

の影響度が高いのか」「そのKGI/KPIとの関係性が強

いKPIは何なのか」がランキング形式で表示されるの

で、そのKGI/KPIを改善するために、優先的に取り組

むKPIがどれで、どれくらい改善効果がありそうなの

かが誰でもひと目でわかります。

KPIツリー

事業/部門/商品・サービスごとにビジネスモデル/事業

構造が異なるので、それぞれのKPIツリーを設計できて

一元管理できます。これにより事業構造がKPIツリーで

フォーマット化できるので、「モニタリングすべきKPI

はどれか」「各KPI同士の関係性はどうなっているの

か」「KGIを達成するためにはどのKPIが重要なのか」

といったことが一覧して見やすく可視化します。

データ統合

04 05 06

事業計画/予算管理

売上/利益/キャッシュ・フローといった財務データと、

各部署ごとにバラバラで管理しているKPIデータを、

外部システムとのAPI連携やCSVインポートによって

集約・統合します。財務データとKPIデータの関係性

が可視化できるので、「利益を上げるための重要KPI

がなにか」「いまどのKPIに問題があるのか」「他社

と比べてどのKPIに競争優位性や課題があるのか」を、

すぐに把握できてスピーディーに対応できます。

KPIごとに計画をたてることで事業ごとにPLやCFとい

った事業計画/予算が自動的につくれます。また、強気

計画や弱気計画、社内向け計画と社外向け計画といっ

た複数の計画がかんたんにつくれ、計画達成に必要な

KPIごとの目標も可視化できます。さらに、「計画に

対して進捗が遅れているKPIがどれか」「計画の達成/

未達成の原因がどのKPIにあるのか」が一目瞭然にわ

かるので、組織全体で一丸となって予実管理できます。

比較

計画と実績、計画と見込、強気計画と標準計画、当期

実績と前期実績、A事業とB事業、CサービスとDサー

ビス、E店舗とF店舗、G支店とH支店など、各種デー

タを自由に組み合わせて比較できます。比較する期間

も、単月だけでなく自由に月数を選んで並べて推移で

比較でき、四半期/半期/年次での比較もかんたんです。
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04 機 能 Function

アラート

07 08 09

シナリオフォーキャスト

計画に対して達成率が悪いKPIについては、そのKPIの

責任者に自動でアラート通知されます。その他、○ヶ

月連続ダウントレンドのKPI、前年対比で大幅に悪化

しているKPI、業界平均や他社と比べて課題となって

いるKPIや競合優位性があるKPIなどについても、自動

でアラートされるようになります。

いまの計画のままだと年度の着地見込がどうなるのか

がボタン一つで予測できます。また、いままでの実績

を踏まえて、「○○という施策によって△△のKPIがこ

れくらい改善されたらどうなるか」といったさまざま

な改善シナリオごとに誰でもかんたんに今後の予測を

することができます。標準/強気/弱気、または社外向け

/社外向けといった各種の修正計画も随時かんたんにつ

くれます。

ノウハウデータベース

いままでやってきたことやその結果は重要なノウハウ

です。それらのノウハウはいつの間にか忘れ去られ、

「そういえば、こんなことしたことなかったっけ？」

「その結果ってどうだったっけ？」となりがちです。

そこでそういった重要なノウハウをテキストでデータ

ベース化します。KPIごとにノウハウをデータベース化

でき、検索していつでも過去のノウハウを引き出せま

す。

経営会議

10

計画に対して達成率が悪いKPIや重要なKPIの数値を会

議前に各責任者に自動通知するので、その責任者は会

議前に原因分析を行い改善アクションを考えた上で会

議に臨むことができるので、会議の無駄な時間を削減

して、建設的な議論に時間を使えます。また、議論し

たことや次回の会議までにやるべきことを議事録とし

て記録しておくことで、しっかりと過去を振り返りな

がら未来の議論をしやすくなります。
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カスタマーサクセス支援

Customer Success

05
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05 カスタマーサクセス支援
Customer Success

01.  導入支援プログラム

02. 運用支援プログラム

03. ユーザーコミュニティ

Scale Cloudのスムーズな導入と、導入効果を最大化するため、

導入支援サービスをご用意しております。

導入時に、専属のカスタマーサクセス担当者とキックオフミーティングを実

施。貴社の事業環境やビジネスモデル、導入目的などに基づいてカスタマイ

ズしたオンボーディングプランをご提案させていただきます。

● 永年のノウハウや多くの成功事例に基づいてお客様にベ

ストなKPIツリーを設計します。

● チームメンバーが組織的にKPIを活用してPDCAをまわす

ための実践型研修「Scale Model」を行います。

導入支援プログラムの具体例
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01.  導入支援プログラム

02. 運用支援プログラム

03. ユーザーコミュニティ

Scale Cloud導入後の導入効果と効率を最大化するため、

運用支援サービスをご用意しております。

導入後に、専属のカスタマーサクセス担当者とキックオフミーティングを実

施。貴社の導入目的や組織構成、業績目標などに基づいてカスタマイズした

サポートプランをご提案させていただきます。

● お客様の状況に応じて柔軟かつスピーディーにKPIツリー

のアップデートを行います。

● 経営会議に同席して分析/予測とファシリテートをサポー

トします。

● Scale Cloudにデータを自動連携できないデータの入力代

行を行います。

運用支援プログラムの具体例

05 カスタマーサクセス支援
Customer Success
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01.  導入支援プログラム

02. 運用支援プログラム

03. ユーザーコミュニティ

ユーザー様同士の情報交換、協業や交流を実現するため、

定期的に ”Scale Cloudユーザー会” を開催しています。

「Scale Cloudの活用」「KPIツリーの構築とアップデート」など

テーマを設けた勉強会にもご参加いただけます。

他社様の取り組みやScale Cloud活用方法を知ることで、自社の事業運営にも

活用いただけます。

05 カスタマーサクセス支援
Customer Success
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類似サービスとの違い

Difference from similar services

06



a. BIツールとの違い

● 使いこなすには高度なスキルが必要で、管理部門の一部

の人しか使えず、分析結果もその人のスキルや経験に大

きく依存してしまい、業務が属人化しやすい。

● データ収集してからの分析と現場部門へのフィードバッ

クに時間がかかるので、現場部門でのスピーディーな

PDCAが難しい。

● グラフによるデータの可視化には優れているが、そこか

ら分析、結果を担当者へ通知、改善策ごとの予測をし実

行する、という重要な部分が管理部門担当者に属人化し

てしまって時間と手間がかかり、実行に結びつきにくい。

● データ収集はできるが、個々のデータの集まりであるた

め事業全体の状況がつかみづらく、事業全体として優先

すべきポイントが分かりづらい。

● 高度なスキルがなければ、集めたデータをもとにフォー

キャストできない。現場部門にフィットせず、実行と紐

付かないので実現可能性が低くなる。

BIツール

● 誰でも使いこなしやすいシンプルなユーザーインターフ

ェースで、一部の人に属人化することなく、組織・チー

ムとして、事業運営を仕組み化しやすい。

● 管理部門の人のみならず現場部門の人でも分析しやすく、

かつ、実行に紐付けやすいので、現場におけるスピーデ

ィーなPDCAが可能となる。

● 分析が自動化され、達成率の異常なども自動的に担当者

にアラートされ、フォーキャストも誰でも簡単に行える

ので、事業部門でもスピーディーかつ合理的な意思決定

と実行に結びつけやすくなる。

● 事業全体の状況が把握しやすく、どこに問題があるのか、

どこを優先的に改善すべきなのか、改善した場合の影響

はどれくらいあるのかがわかりやすい。

● 誰でも簡単にフォーキャストできるので、スピーディー

に課題を把握し、改善施策を考えてフォーキャストを行

い、合理的な意思決定と実行管理ができる。

Scale Cloud



b. 予算管理システムとの違い

● 勘定科目ごとに、昨対比率/変動比率/売上比率などの大

雑把な財務KPIのみに基づいて予算策定するので予測の精

度が低い。

● 管理部門が管掌している全体予算と、事業部門が管掌し

ているKPIがバラバラで管理・運用されていて、両部門の

コミュニケーションロスも多く、管理と実行がうまく紐

づかずに予算達成率が上がりにくい。

● 勘定科目ごとに予実の差異がわかったとしても、それら

が乖離した原因を深掘りしにくく、具体的にどのような

改善行動をすればいいのかがわかりにくい。また、その

深掘りが管理部門の一部の人に依存して属人化しやすく、

かつ、時間もかかるのでスピーディーに改善できない。

予算管理システム

● 財務数値や勘定科目の内容を細かく因数分解した、商談

数/成約率/CVR/CPCなどのビジネスKPIに基づいて予算

策定するので予測の精度が高い。

● 全体予算とKPIの関連性が誰でもわかるので、予算を達成

するためには各KPIをどれくらい達成する必要があるのか

明確になり、実行にも紐付きやすいので、組織全体で一

丸となって予算運用ができて予算達成率も上がりやす

い。

● 予実の差異の原因がどのKPIにあるのか、リカバリーする

ためにはどのKPIの改善に優先的に取り組むべきで、どれ

くらい改善させる必要があるのかが誰でも簡単に、か

つ、リアルタイムにわかるので、予実の原因分析が属人

化することなく、事業部門でスピーディーに改善でき

る。

Scale Cloud



c. スプレッドシート/Excelとの違い

● いろいろなシナリオの予算シート、実績の集計シート、

それらの計算シートなど、シートやファイルがどんどん

増えていくとメンテナンスが大変。

● 必要なデータを手作業で集約するのに手間と時間がかか

り、外部システムとの連携でデータを自動取得するにも

高度なスキルが必要。

● データベースを構築できないので、データ比較をする際

に、いちいち計算式を組んだり、それ用のシートを増や

したりしないといけない。

● シートやファイルにデータが散らばっていて、データの

一覧性が低く、事業運営をしていく上で事業全体の状況

をパッと見て把握しづらい。

● 複数の人がデータを見たり触ったりすると、いつの間に

か計算式が崩れていたり、データが変わっていたり、バ

ージョンが増えていたりと、メンテナンスな煩雑になる。

スプレッドシート/Excel

● シートから解放され、複数のシナリオ作成と管理、実績

集計、計算ロジック設定など、メンテナンスはとてもシ

ンプルかつ簡単で、常に最新バージョンがビジュアライ

ズされ、どこに何があるのかも一目瞭然。

● 必要なデータを外部システムから自動取得、またはイン

ポートすることで、簡単にデータを集約でき、手間と時

間を大幅に削減。

● データベースを構築しているので、どのデータを比較し

たいかを選ぶだけで、前年対比/部門対比/所在地対比な

ど、簡単にさまざまなデータ比較ができる。

● KPIごとの関係性やそれらと財務数値との関係性が一覧で

見やすく、データの一覧性が高いので、誰でも簡単にパ

ッと見て事業全体の状況が把握しやすい。

● 誤って計算式が崩れたり、バージョン管理が煩雑になる

ことはなく、また権限設定や改変も簡単なので、管理部

門と事業部門で、複数の人が同時にデータ活用しやすい。

Scale Cloud
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活用シーン

Scenes

07
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a. 上場企業/大企業の活用シーン

社長 / CEO

経営判断に必要なKGI/KPI情報
をリアルタイムに手元に一元管
理しておくことで、迅速かつ合
理的な意思決定をしやすくなる。

数字を眺めるだけではなく、バリ
ュードライバーを見定めて、実際
のアクションに結びつけ、成果を
出していく組織をつくる。

事業責任者 / COO

目先の業績目標だけでなく、先
行指標KPIを活用することで、中
長期的な事業計画を達成できる
全体最適な事業運営を行う。

スプレッドシートを何枚も使い分
け管理工数がかかっている事業管
理を、シームレスにリアルタイム
にチーム全体で数値把握してPDCA
を回す。

経営企画部 / CFO

KPIの見える化/データ登録の簡
素化/データ分析の効率化により、
経営レポートの省力化/早期化を
実現する。

子会社の事業管理の仕組みを構築
し、グループ会社全体のKGI/KPIを
一元管理することで、管理工数を
削減し、効果を上げる。
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b. スタートアップ企業の活用シーン

社長 / CEO

いまや常識となっている全社的
KPIマネジメントを導入し、上場
審査をクリアするレベルの予算
管理を組織一丸となって行う仕
組みを構築する。

いま最優先で手を打つべきKPIが一
目瞭然にわかり、それをチーム全
員で共有して、共通認識を持って
同じ目的/目標に向かう。

事業責任者 / COO

今後の事業拡大に向けて、予算
策定や予実管理、着地見通しの
精度を高め、また、ビジネス現
場でのKPIロジックや注力すべき
KPIを明確にする。

部門別ではなく全社目線で、従業
員が予算達成の策を考え、実行し、
改善を行うことで、業績目標の達
成度を高める。

経営企画部 / CFO

予算編成/予算管理と事業分析/
フォーキャストの精度を高める
だけでなく、データの自動取得/
自動分析によってその手間を削
減する。

目先のファイナンスはもちろん、
将来的なファイナンスもしやすく
する事業計画づくりとデータ管理
を行い、出資先とのコミュニケー
ションを円滑にする。
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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。

株式会社 i-plug
代表取締役 中野 智哉 様

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

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。

08 導入事例 Case Study
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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。

株式会社 レスタス
代表取締役 大脇 晋 様

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

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。

08 導入事例 Case Study
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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。

株式会社 ネットオン
代表取締役 木嶋 諭 様

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

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。

08 導入事例 Case Study
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08 導入事例 Case Study

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。
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09 導入フロー Flow

相談・見積

個別相談やデモを無料で行います。

必要であれば見積書をご提出します。

契約

NDAを含む契約書を締結します。

ここまで一切料金は発生しません。

契約後の返金保証制度もあります。

開始

契約後即日でIDとPWを発行しますので、

すぐにご利用いただけます。

サポート

ご希望に応じて導入・運用・定着の

サポートをさせていただきます。
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10 よくあるご質問 FAQ

Q. 料金について教えて下さい。
A. ご利用人数に応じた月額制となっています。

具体的な料金については、お手数ですが弊社Webページから資料ダウンロー
ドしてご確認ください。返金保証制度もご用意しています。

Q. Scale Cloudはどのような環境で利用できますか？
A. インターネット環境さえあれば、時間・場所問わずPCのブラウザ上で

ご利用いただけます。インストールなどは必要なく、ブラウザ画面上で
ログインしていただければご利用可能です。

Q. 導入時・導入後のサポート体制はありますか？
A. カスタマーサクセス支援として、導入時に導入支援プログラム、運用時に

運用支援プログラムをご用意していますので、お客様の状況に応じて
カスタマイズしたサポートプランにより、効率的かつ効果的な導入・運用と
定着までをサポートさせていただきます。

Q. トライアルはできますか？
A. 現在のところ、トライアルは承っていません。ただし、弊社担当者のデモを

通してScale Cloudの詳細をご覧いただけます。デモをご希望の場合は弊社
Webページからリクエストしてください。デモ後にしつこく営業することは
ございませんのでご安心ください。

Q. どのような企業に向いていますか？
A. 組織規模が大きくなり複雑化している上場企業や大企業、上場を目指すス

タートアップ企業、感覚的経営を脱却してロジカルに組織的に経営したい中
堅企業や中小企業などに向いています。

Q. 従業員何名くらいの規模から利用できますか？
A. 従業員数10名以下の企業から4,000名を超える企業まで、規模の大小を

問わず幅広くご活用いただいています。

Q. Scale Cloudについて詳しく知りたいのですがどうすればいいです

か？
A. 弊社担当者が個別にデモを行いますので、そちらで詳細をご確認ください。

デモは無料ですので、お気軽にこ弊社Webページからリクエストしてくださ
い。デモ後にしつこく営業することはございませんのでご安心ください。

Q. 契約した場合の具体的な導入ステップについて教えてください。
A. ご契約後、即日、IDとPWを発行しますのですぐにご利用可能です。

それまでのスプレッドシートやExcelのデータは一括でScale Cloudに
インポートできるので既存データからスムーズに引き継ぎできます。

Q. SFA・CRM・MAツール・会計ソフトなどの他の外部サービスとの

連携について教えてください。
A. 現在、一部の外部サービスとの連携は可能です。今後も積極的に外部サービ

スとの連携を行っていく予定です。導入にあたって連携させたい外部サービ
スがある場合は弊社担当者にお申し付けください。

Q. 導入することで、現場に負担がかかるのではないでしょうか？
A. スプレッドシートやExcelで管理していくよりも負担は軽減されることが

大半です。また、導入時や運用時のご負担になるようなことがあれば、
弊社の方でその部分を代行することも可能です。

Q. 他の類似ツールとの違いは何でしょうか？
A. 財務データとKPIデータを統合して一元管理できるのはScale Cloudだけ

です（特許取得済）。BIツールのように高度なスキルは不要ですので、
組織/チーム全体でかんたんに活用できます。

Q. 東京・大阪の企業でなくても利用できますか？
A. Scale Cloudはクラウド型システムなので、インターネット環境さえあれば

ご利用できます。また、導入支援プログラムや運用支援プログラムは、
オンラインでもご提供できますので全国対応可能です。
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11 会社案内 About

経営を科学する

直感と論理。経営にはこの両者がバランス良く必要で、直感的な経
営を論理的に補完することでより良い経営ができるはずです。
この「論理」を追究し、企業成長の「成功法則」を明らかにするこ
とで、企業成長を強力に推進し、より良い社会を実現することが私
たちのミッションです。

Mission

会社名 株式会社ビーワンカレッジ

事業内容 事業全体の数値を部門横断的にす
べて可視化し、チームプレーでビ
ジネスをグロースさせるクラウド
システム「Scale Cloud」の開
発・提供及びコンサルティング

東京オフィス 東京都港区三田2-14-5 
フロイントゥ三田4階
TEL 03-6275-1777

大阪オフィス 大阪市北区西天満2-6-8 
堂島ビルヂング4階

連絡先 info@beonecollege.co.jp

代表者 代表取締役 広瀬 好伸

会社案内

代表者紹介

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。

代表取締役 広瀬 好伸


