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KPIマネジメント
コンサルティング
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コンサルタント紹介
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01　コンサルタント紹介

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

会社案内コンサルタント

2002年あずさ監査法人入社し、IPO準
備や銀行監査に従事し、監査法人の公
認会計士として上場を経験。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
上の事業に関わり、その中でIPOコン
サルタントとして上場を経験。
2019年及び2021年には社外役員とし
ても上場を経験。年々厳しさを増す上
場審査時の予算管理精度やKPIマネジ
メントの高度化を解決すべく、さまざ
まな立場・視点での上場経験と、KPI
マネジメントやファイナンスの経験を
融合させ、KPIマネジメントのスペ
シャリストとして、KPIを活用した
「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。KPIマネジ
メントのコンサルティングやクラウド
システムの開発に注力している。

代表取締役　広瀬 好伸
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KPIマネジメントコンサルティング とは
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上場常連のスペシャリストが手がける

KPIマネジメント必勝法！

貴社のビジョンやKPIマネジメントの現状をお聞きし、
弊社コンサルタントが貴社にフィットしたKPI設計を行います。

部署ごとにバラバラに管理している重要なKPIを抽出し、事業横断的にもれな

くダブりなくKPI設計を行います。そして、その中から特に重要なKPI「Scale 

Driver」を見つけ出して、優先的に改善すべきKPIをあぶりだし、運用効果を

最大化するコツを伝授します。

02　KPIマネジメントコンサルティング とは
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問 題
Problem
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03　問 題　Problem

上場審査に通らない

KPIマネジメントの
レベルを上げたい

予実管理の精度が低い

計画の達成度が
上がらない

KPI設計・運用の粒度が粗い

実際の行動と改善に
結びつかない

事業計画の説得力が低い

今後の資金調達に
不安がある
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解 決 策
Solution
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KPIマネジメントのレベルを上げたい

上場審査で求められる予算管理の精度が年々高くなっている。それをクリ
アするためにKPIマネジメントのレベルを上げる必要がある。そのため
に、今のKPI管理で問題ないのか、どのように運用すれば最大限活用でき
るのか、どこが足りていないのかを把握したい。

KPIツリーをつかって部署ごとにバラバラで管理しているKPIを集めて、そ
れぞれの関係性と、PLやCFとの関係性を明確にする。それにより事業全体
を見やすくし、売上だけでなく利益、さらにCFまでつなげて一元管理でき
る。そして、「限られた経営資源をどのKPIに投資すれば最も効率的かつ
スピーディーに事業拡大できるか」を合理的に経営判断できる。

最重要KPIに集中する

成約数

テレアポ数 アポイント率×

商談数 成約率×

アップセル率 リピート率



計画の達成度が上がらない

計画が未達成になってしまう原因が、どのKPIにあるのかが分かりづら
い。分かったとしても、「どうすればそのKPIを改善できるのか」「他の
KPIでどれくらいリカバリーすればいいのか」が分からない。

KPI構造が、Ｐ/LをベースにしてKPIに分解した「ツリー型」にすること
で、売上を上げるにはどのKPIに注力すべきなのかや、KPI同士の関連性が
一目でわかりやすく、今どれくらいの数値が求められているのかといった
理解がしやすくなる。

PLと連携したKPI設計/運用をする

達成 達成 達成 達成 達成 達成

達成 達成 達成 達成 未達成 達成



実際の行動と改善に結びつかない

中途半端なKPIツリーを作成、運用してしまっているせいで課題の抽出に
時間がかかりすぎてしまう。そうすると、時間がかかるだけ状況把握が遅
くなり、また、打ち手のタイミングが遅れ、結果として目標に対してリカ
バリーができなくなる。

行動KPIまでを可視化する

未達成
未達成

時系列

実績

目標

状況把握

時系列

実績

目標

10階層以上のKPIツリーにより、結果KPIだけでなくて行動KPIまで細分化
することで、現場がやるべきことが明確になる。
「リード数」を増やすために「テレアポリード数」と「Web広告リード
数」に分解し、それぞれさらに「テレアポ数」「アポ率」や「アクセス
数」「CVR」に分解することで、「リード数を増やす」という「成果」を
上げるために「テレアポ数を増やすべき」「スクリプトを改善してアポ率
を高めるべき」「広告予算を増やしてアクセス数を増やすべき」といった
「行動」の選択肢が具体的に考えられる



今後の資金調達に不安がある

VC/CVCに対して、今後の事業計画の蓋然性をうまく説明できない。また
は、今後のさらに大きな資金調達に向けて、いまのままの事業計画の作り
方や運用の仕方に不安がある。

重要なKPIがもれないようにKPI設計を行い、そのKPIのトラクションデー
タを蓄積し、それをベースに事業計画をつくることで、一気に説得力が高
まります。

KPIで未来を示す
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活用シーン
Scenes

05
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05　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/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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導入事例
Case Study

06
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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。

06　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。

06　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。

06　導入事例　Case Study
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06　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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07

料金プラン
Plan
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07　料金プラン　Plan

100万円（税抜） / 1事業

定価

30万円（税抜） / 1事業

先着10社限定
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08

導入フロー
Flow
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08　導入フロー　Flow

相談・見積

個別相談を無料で行います。
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。

開始

コンサルティングサービスを開始しま
す。基本的にはオンラインで行います。

アフターサポート

ご希望に応じて運用・定着の
サポートをさせていただきます。

基本的にはオンラインで行います。
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09

コンサルティング内容
Consulting
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09　コンサルティング内容　Consulting

事業ヒアリング

貴社の事業内容や今後のビジョン、
課題、業務プロセスなどをヒアリングし

ます。

KPIツリー設計

ヒアリングした内容に沿って、重要な
KPIをMECEに洗い出し、

貴社に最適なKPIを設計します。

Scale Driver特定

設計したKPIの中でも特に重要なKPI
（Scale Driver）を見つけ出し、KPIの

影響度や優先度をわかるようにします。

運用アドバイス

設計したKPIの運用・定着、KPIのアップ
デートなど、設計後の運用におけるアド

バイスを行います。
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09　コンサルティング内容　Consulting

事業ヒアリング

貴社の事業内容や今後のビジョン、
課題、業務プロセスなどをヒアリングし

ます。

KPIツリー設計

ヒアリングした内容に沿って、重要な
KPIをMECEに洗い出し、

貴社に最適なKPIを設計します。

Scale Driver特定

設計したKPIの中でも特に重要なKPI
（Scale Driver）を見つけ出し、KPIの

影響度や優先度をわかるようにします。

運用アドバイス

設計したKPIの運用・定着、KPIのアップ
デートなど、設計後の運用におけるアド

バイスを行います。
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クリック数 CV数 テレアポ数 アポ率

Web経由 テレアポ
経由

見込み客数 商談化率

商談数 成約率

新規顧客数

既存顧客数 リピート率

リピート
顧客数

顧客数

商品単価 購入数量

顧客単価

売上

×

×＋

× ×

×

＋

× ×

最終成果物イメージ


