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KPIツリーの作り方とメリット
ー 実践編 ー
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急速に広がっているKPIマネジメント。

KPIツリー設計のポイントについて説明します。

KPIツリーの作り方とメリット　ー 実践編 ー

1-1　KPIツリーの作り方

1-2　KPIツリーを作成するメリット

1-3　費用とKPIツリー

1-4　資金とKPI
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1-1.  KPIツリーの作り方
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KPIツリー とは

KGI達成のために必要な要因（中間目標）を、KPIを使ってロジックツリーで分解したものです。

たとえば、KGIを売上とした場合、売上を構成する要素を因数分解して施策が実行可能になるレベルまで落とし込ま

れた指標（KPI）の一覧です。どんな指標を追えばいいかが見た目にもわかるようになり、目標を達成するための

道筋が見えやすくなります。 

KPIツリーは「足す」「引く」「掛ける」「割る」という四則演算できる要素で組み立てることがポイントです。

1-1　KPIツリーの作り方
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1-1　KPIツリーの作り方

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
KPIツリーは事業によってさまざまなカタチになりますが、

たとえば、このKPIツリー（例）をもとに

作成の手順についてみていきましょう。

＼ KGI ／

×

×＋

× ×

×

＋

× ×
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1-1　KPIツリーの作り方

❶ KGIを設定する

❷ KGIを起点に、それを構成するKPIをロジックツリーで分解していく

まずは事業全体のゴールとなるKGIを決めます。あくまでも、最終的なゴールとなるので、

例えば「商談数」「成約率」はそれを達成するための過程であるのでKGIとしては不適切です。

例の場合は「売上」をKGIとして設定し、売上を各KPIに因数分解しています。

上から一段ずつ分解していき、漏れなくダブりなく分解をすることがポイントとなります。

この時に、KPIを洗い出す要素として大切なことをいくつか列挙してみます。

次ページへ
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1-1　KPIツリーの作り方

A

すべての構造が
四則演算できるように

各KPIは、KGIを達成するための一つの要素となります。ロジックツリーをつかって分解していく際

に、「足す」「引く」「掛ける」「割る」という四則演算で各KPIの関係性を表せるように分解し

ていくことで、そのKPIの数値が上下した場合に、KGIにどのように影響がでるのかの測定が簡単に

できるようになります。具体的には、たとえば、「顧客数」を分解した時に「新規顧客数＋リピー

ト顧客数」となるように、上の階層のKPI（ここでは「顧客数」）とそのすぐ下の階層のKPI（ここ

では「新規顧客数」と「リピート顧客数」）が四則演算でつながるようにします。

例のツリーに出てくるKPIは、全てその進捗管理を定量的に行えるものです。せっかくツリーを作って

も、それを測定することができなければ、どのKPIに問題があるのかが可視化されず、具体的な次のア

クションへとつなげることができなくなってしまいます。「そのKPIはデータとして入手できるの

か？」「入手できない場合は、手間をかけてでも入手すべきものか？」といった視点をもって分解し

ていきましょう。

分解すればするほど、より現場のタスクに近いKPIになっていきます。たとえば、「商談数」という

KPIがありますが、分解をここで止めるのではなく、「クリック数」や「テレアポ数」といったKPI

まで細分化していくことで、商談数が未達成だった場合に、どこに問題があるのか（クリック数なの

かテレアポ数なのか）がよりはっきりします。つまり、これ以上分解できないところまで分解してい

くことで、ゴールまでの道筋のどこに問題があるのか、また、どこに注力していけば目標の達成がで

きそうなのかがより明確になります。

B

測定可能なKPIを
設定する

C

これ以上
分解ができないところまで
分解（細分化）していく
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1-1　KPIツリーの作り方

「新規顧客の獲得につなげるため、今月100件の商談数を確保しよう」

右記のツリーのように、「商談数」の下に、業務フローを細かくブレイクダウン

することによって、仮に「今月結局75件しか商談できなかった」という結果に

なった時に、「テレアポを今月5,000件する予定が4,000件しかできていなかっ

たから」なのか「見込客数は予定通りの150件だったが、商談化率が思ったより

低く、50％になってしまったから」なのかというように、どこがボトルネックと

なっているのかすぐに把握できます。

一方で、「商談数」より下のKPIツリーを作らなかった場合、商談数目標100件

に対し、結果しかわからず、達成したとしても「Webとテレアポでどちらの方が

効率よく商談につながっているか」や「テレアポのスクリプトを改良したが、前

月比でアポ率は増えているか」といったような細かな分析ができなくなり、さら

なる改善を見込むことができません。また、達成できなかった場合でも、その原

因が何にあるのかわからないため、本当はテレアポ数を増やさなければならない

のに商談化率の改善施策だけを考えてしまうといった、的外れな方向へと進んで

しまうリスクがあります。

見込み客数 商談化率×

商談数 成約率×

新規顧客数

Web経由

クリック数 CVR テレアポ数 アポ率

テレアポ経由

× ×

+
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1-2.  KPIツリーを作成するメリット
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1-2　KPIツリーを作成するメリット

01 02 03

因数分解せずに頭でひたすら考えても４、５個
くらいの視点（KPI）しか見つからなかった
り、３，４階層くらいまでしか分解できなかっ
たりしますが、１００個の因子（KPI）に分解
できれば、それだけで目標達成に向けた１００
個の視点を持つことができるようになります。

ロジックツリー形式でKPIツリーをつくること
で、全体を構成する因子（KPI）を漏れなく書
き出すことができ、全体を見渡せるのでダブり
もなくなります。

現状とギャップが大きくて、かつ、それを改善し
たときのインパクトが大きい「ボトルネック」が
ピンポイントで浮かび上がってきます。たとえ
ば、売上を達成するためには、「商談数を増やす
ためにテレアポの件数をとにかく増やすのか」、
または「アポは十分とれているが、成約に至る確
率が低いから営業マンの営業スキルを向上させる
施策を打つのか」といったように、売上に至るプ
ロセスの中で、どこに課題があるのか、また、ど
こに注力をしていけば売上目標を最短で効率よく
達成できそうなのかが明確になります。

目標達成に向けての
視点が広がる

MECE（漏れなくダブりなく）に
KPIを洗い出せる

ボトルネックを
発見できる

04

社員が、事業全体のゴールと自分のやっている
こと（追っているKPI）との関係性や重要性が
はっきりと理解できるので、日々変化する事業
全体の状況に応じて柔軟かつスピーディーに対
応できるようになり、また事業そのものが自分
事になって当事者意識も高まるので、成果を出
すことに対して前向きになれます。

実現可能性が高まる

05 06 07

ロジックツリーを作っていくことでKPIが網羅
的に洗い出されてくるので、いままで見えてい
なかったKPIやその課題が浮き彫りになりま
す。

漏れが減り、ボトルネックが見え、KPIの把握
が正確になり、解決策も絞ることができると、
すべてのステップの精度が高く速くなります。

KGIに近いツリーほど、遅行指標（結果指標）と
なっています。KPIツリーを作っていないと、KPI
ツリーの極めて上流の部分（KGIに近い部分）しか
管理ができていないので、全体の結果が出てか
ら、改善案を考え始めるというようなことにも
なってしまいかねません。一方で、KPIツリーを細
かく作っていれば、結果が出る前のコントロール
がしやすくなります。たとえば、「今月半分が経
過したが、見込客数が目標比で全然足りていない
のでリカバリーをしないといけない」というよう
に、月中に走りながらも軌道修正ができるように
なります。

今まで見えていなかった
課題が見えてくる PDCAが速く深く回る 先行指標で

管理できるようになる

08

KPIはいくつもの階層に分かれますが、ツリー
形式にまとめることで、それぞれがどの指標と
結びついているのか、誰でも簡単に関係性を把
握しやすくなります。
したがって、チーム内で向かうべき方向に共通
認識が取りやすくなり、取り組むべき施策やア
クションを進めやすくなります。

目的が明確になり、
共通認識を取りやすくなる
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以上がKPIツリー作成方法と作成によるメリットです。

正しくKPIツリーを用いることで、PDCAサイクルを確実に、より速く回せるようになっていきます。

最初はKPIとなりうる要素を、各種データ等を用いて洗い出し、それを業務プロセスに沿って、各KPI間の関連性を

見つけて並べていき、メンバー全員でツリーを仕上げていくことで作りやすくなるはずです。

また、実績の結果の振り返りと改善を繰り返していく中で、自社にとって最適なKPIツリーを常にブラッシュアップ

しながら作り上げていきましょう。

1-2　KPIツリーを作成するメリット
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1-3.  費用とKPIツリー
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一般的に、売上のKPIを設定しているケースは増えてきていますが、KGI（重要目標達成指標）を営業利益としてい

るケースなど、利益水準を追う場合や目標とする売上を達成するためにどれくらいのコストがかかるのかを知る必要

があれば、売上をKPIで分解していくことと同様に、費用のKPIも同様に因数分解をしていく必要があります。ここ

では、費用のKPIの分解の方法についてお伝えします。

1-3　費用とKPIツリー
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費用

マーケティング インサイドセールス フィールドセールス カスタマーサクセス 開発

給与単価 社員数 Web その他 給与単価 社員数 給与単価 社員数 給与単価 社員数 給与単価 社員数

人件費 広告費 人件費 人件費 人件費 人件費

一人あたり
リード数 広告単価 クリック数 一人あたり

MQL数
一人当たり
新規契約数

一人当たり
SQL数

一人当たり
顧客数

下図のKPIツリー例をもとに解説していきます。

1-3　費用とKPIツリー
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まずは費用を構成する機能・組織をピックアップしていきます。例えば、マー

ケティング、インサイドセールス、フィールドセールス、カスタマーサクセ

ス、開発のように、主な費用がかかる機能・組織を洗い出していきます。

広告費を例として考えていきましょう。例えば、広告費が、リスティング広告

とランディングページ制作費に分かれていたとします。リスティング広告はさ

らに「クリック数」と「広告単価」へと分解ができます。この「クリック数」

は、売上のKPIと連動する形になります。一方で、ランディングページ制作費の

ような費用は売上のKPIと直接的には連動しません。

セールス等の人件費の指標についても、売上のKPIと連動させることができま

す。例えば、売上のKPIに「商談数」を設定していたとします。人件費はまず

「給与単価」と「社員数」へと分解できますが、「社員数」を「商談数」と紐

付けて考えることによって、「1人あたり商談数」という、生産性を図る指標を

可視化することができるようになります（1人あたり商談数＝商談数÷社員

数）。このようにセールスの生産性を可視化することにより、何が見えるよう

になるでしょうか？下記の例をご覧ください。

Step.1　主な費用をピックアップする

機能・組織を洗い出した後は、それをさらに細かく分解をしていきます。例え

ば、マーケティングであれば、主に人件費と広告費に分けることができます。

そして、広告費であれば、例ではWebとその他に分けていますが、さらに自社

で取り組んでいる広告の種類（リスティング等）に分解をすることができま

す。ここで重要なことは、ピックアップするのはあくまで費用を構成する主要

な項目であるということです。その事業やサービスに直接関係のない間接的な

費用や、小さなコスト、重要でないコスト、コントロール不可能なコストと

いった枝葉の部分を一旦外して考えることによって、重要な費用が何なのかが

より明確になります。

Step.2　機能・組織ごとに費用を分解する

Step.3　売上のKPIと費用のKPIが相互にどのように連動するのかを把握する

例）　社員数10人で商談数100社をこなしているが、今後商談数を150社に増やしたい場合

商談数100社÷社員数10人＝1人あたり商談数10社

商談数を増やすのに必要な社員数＝商談数150社÷1人あたり商談数10社＝15人

となり、5人の採用を行う必要があるという目安を付けることができますし、

それにより、増加するコストについても、前もって把握ができるようになります。

1-3　費用とKPIツリー
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この考え方は、様々な応用ができます。

前ページのKPIツリーの例のように、「社員数」を「新規契約数」と紐づければ、「1人あたり新規契約数」を可視

化できますし、インサイドセールスの「社員数」を「MQL数」と紐づければ、「1人あたりMQL数」といったよう

に、様々な指標の生産性を可視化できるようになります。生産性を何にするのか決める際には、「どのKPIが増えた

ら新規で採用する必要があるのか」という視点で考えるといいでしょう。上の例でいえば「新規契約数」「累計リー

ド数」を増やすには、どれだけ人を増員する必要があるのかといったような視点です。

以上が費用をKPIに分解していく方法となります。

売上のみならず、費用を正しくKPIで分解していくことで、利益を出すための道筋が算出できるようになり、よりロ

ジカルに業績目標を達成する仕組みが構築できます。

1-3　費用とKPIツリー
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1-4.  資金とKPI
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売上と費用のKPIについて設定した後は、資金とも紐付けていきましょう。「黒

字倒産」という言葉もあるように、損益計算書上では利益が出ている状態で

も、現金が尽きてしまえば、そこで事業継続ができなくなってしまいます。特

に、現預金水準が十分ではないことが多いスタートアップ、しかも、SaaSビジ

ネスは先行投資でキャッシュが出ていって、あとから回収していくというビジ

ネスモデルであることが多いので、なおさら毎月必要な資金がいくらなのかと

いった点をしっかりと把握していく必要があります。

売上と費用のKPIツリーを作成することで、利益までのプロセスは可視化できま

すが、資金を可視化するためには、キャッシュ・コンバージョン・サイクル

（以下CCC）というKPIを使います。CCCとは、仕入から販売までの、現金の回

収日数を示すものです。一般的な企業活動における流れは、まずお金を支払っ

て商品を仕入れ、売れるまでは在庫となり、商品を販売することで売上を獲得

します。つまり、先行してお金が出ていく形となっているため、販売による代

金回収が行われるまではキャッシュが薄い状態になっています。逆に、回収ま

での日数が少ないほど、企業の資金繰りは楽になります。CCCの計算式は以下

の通りです。

計算式

1-4　資金とKPI

CCC ＝ 売上債権回転期間+棚卸資産回転期間-仕入債務回転期間

例えば、小売業や卸売業であれば、商品の仕入れを行い、製造業や飲食業であ

れば原材料から製品等を製造し、一定期間をかけて店舗等で販売し、その後に

販売代金を売上として回収します。CCCは仕入→支払→販売→回収の流れとな

ります。仕入から支払いまでのタイミングにもズレがありますし、販売から代

金回収までもズレがあるので、費用計上、売上計上のタイミングと実際の現金

の支払・入金のタイミングはズレがあるからこそ、CCCをしっかりと理解した

うえで資金を把握しておく必要があります。
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1-4　資金とKPI

A

CCC＝60＋30－45＝45日

運転資金は、「CCC×平均月商」で算出できるので、この場合の月商が500万円と

すると、500万円×1.5ヶ月（45日の月換算）＝750万円、つまり、毎月750万円

は事業継続のために運転資金が必要になります。

売上債権回転期間60日、棚卸資産回転期間30日、仕入債務回転期間45日の場合

B

CCC＝60＋30－60＝30日

この場合の月商が500万円とすると、500万円×1ヶ月（30日の月換算）＝500万

円、つまり、毎月500万円は事業継続のために運転資金が必要になります。

売上債権回転期間60日、棚卸資産回転期間30日、仕入債務回転期間60日の場合

ここでAとBを比較すると、Bの方が、事業継続に必要な運転資金は少なく、資

金繰りが有利に働くことがわかります。仕入債務回転期間がAが45日に対してB

が60日と、支払い条件がBの方が長く、条件が緩いため、その分資金繰りは楽

になるということです。このように、月商が同じであっても、CCCが変われ

ば、必要な資金が変わってくるということを認識しておくことが必要です。な

お、CCCについては業界によって大きく異なるため、ベンチマークは同業他社

や、業界平均をベンチマークとするのが一般的です。

CCCを改善するための具体例としては、主に以下の点が挙げられます。

・販売条件を見直す。現金回収や、前金で回収できないかを検討する。

・取引先の支払条件を長期化してもらう。

販売条件や支払条件については、取引先の問題もあるので、必ずしも実現でき

るとは限りませんが、例えば、新規顧客との取引条件を、既存顧客との条件よ

り優位になるよう交渉すしておく、異常に取引条件の悪い取引先をピックアッ

プし交渉するといったことの積み重ねで、CCCを改善していくことは可能なは

ずです。
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「KPIを作ったけど自信がない、正しいかどうか不安」

無料で添削いたします。お問い合わせください。

　お問い合わせ

https://beonecollege.co.jp/#contact
https://beonecollege.co.jp/#contact

