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KPIマネジメントの失敗例10選
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KPIマネジメントを始めたが、どうもうまく機能しないことありませんか？

今回は、よくある失敗例を取り上げます。

KPIマネジメントの失敗例10選

1　MECE（ミーシー）になってない

2　KPIツリーの階層が浅い

3　KPIツリーの作り方が最適ではない

4　たくさんのKPIのなかで優劣をつけれていない

5　部門ごと・事業ごとにバラバラで管理している

6　予算や財務と紐づいていない

7　結果の分析ばかりで予測に活用できていない

8　週次で追えていない

9　近視眼的、盲目的になってしまっている

10　詰めるけど責めない
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1.  MECE（ミーシー）になってない
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1.　MECE（ミーシー）になってない

みんなで案を出し合う KPIツリーで整理する

ブレスト的にみんなで案を出しあって、その中から重要なものを議論しながら選ぶというプロセス自体はいいと思います。

ただ、これだと重要なKPIが漏れやすいという欠点があります。

MECE（漏れなくダブりなく）に重要なKPIを洗い出すには、KPIツリーを使うといいでしょう。

KPIの設計をみんなで案を出し合って決めると、目的が不明瞭になり失敗する
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1.　MECE（ミーシー）になってない

KPIツリーの作り方は、因数分解をするイメージです。

①　売上を因数分解すると「顧客単価×顧客数」になる。

②　顧客数をさらに因数分解すると「成約率×商談数」になる。

③　商談数をさらに因数分解すると「アポ率×テレアポ数」になる。

このように「もうこれ以上分解できない！」というところまで因数分解す

ることを、「素因数分解」と言います。

できればぜひ素因数分解してみてください。

KPIツリーの作り方

売上

顧客数 顧客単価

商談数 成約率

テレアポ数 アポ率
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参考資料

KPIツリーの作り方とメリット
- 実践編 -

より実践的なKPIツリーの作成方法は
こちらで解説しています。

READ MORE

SaaSにおけるKPIツリーの
作り方と具体例

SaaSにおけるKPIの作り方を
事例を交えてより実践的に解説します。

READ MORE

KPIツリーの作り方を解説している資料もあわせてご参照ください。

https://beonecollege.co.jp/download/%e6%96%b0%e8%a6%8f%e3%83%80%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%895/
https://beonecollege.co.jp/download/%e6%96%b0%e8%a6%8f%e3%83%80%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%895/
https://beonecollege.co.jp/download/saas02/
https://beonecollege.co.jp/download/saas02/


7

2.  KPIツリーの階層が浅い
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2.　KPIツリーの階層が浅い

素因数分解ができている

「もうこれ以上分解できない！」というところまで因数分解することを、「素因数分解」と言います。

KPIツリーを作っていても、因数分解がしっかり出来ていない、

つまり、素因数分解まで出来ていないと、「何をやるべきなのかがよくわからない」ということになりがちです。

それぞれの要素がどんなアクションで成り立っているのかを深ぼることで、要素が分解されればされるほど、KPIツリーは効果を発揮します。

要素が分解しきれていないと、改善ポイントが不明瞭になり失敗する

因数分解がしきれていない
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2.　KPIツリーの階層が浅い

右図のように、上にいけばいくほど「結果」で、下にいけばいく

ほど「行動」です。

結果のKPIを「財務KPI」、行動のKPIを「行動KPI」と私たちは

呼んでいますが、この行動KPIを明確にすればするほど、「何を

やるべきか（どういった行動をするべきか）」がわかりやすくな

ります。

KPIマネジメントの失敗の1つとしては、「KPI管理はしている

が、それをみても、何をしたらいいのかよくわからない」という

状態で、行動につながらないことが多いです。

実際の行動につながらなければ結果は良くなりません。

この行動KPIを日々マネジメントしていくことで行動につなが

り、結果として、財務KPIもよくなっていくでしょう。

KPIツリーの捉え方

売上

顧客数 顧客単価

商談数 成約率

テレアポ数 アポ率

結果

行動
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3.  KPIツリーの作り方が最適ではない
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3.　KPIツリーの作り方が最適ではない

同じ指標でもKPIの作り方により、分析できるデータが異なります。

手段ごとに良い悪いを判断することにより、どこに手を打てば良いのかがわかりやすくなります。

ボトルネックになるKPIを見出すためのツリー設計になっていないと失敗する

売上

顧客数 顧客単価

成約率 商談数

チャネルごとの成約率の違いが不明

テレアポ Web

売上

顧客数 顧客単価

チャネルごとの成約率の違いが明確

テレアポ Web

商談数 成約率 商談数 成約率
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3.　KPIツリーの作り方が最適ではない

商材A❶

エンタープライズ SMB

商材B

新規売上 アップセル
クロスセル

売上

顧客数 顧客単価

新規顧客 リピート
顧客

テレアポ
チャネル

Web
チャネル

KPIツリー 分解の順番

❷

❸

❺

❹

❶ 売上を商品・サービス別に分けるかどうかを決める
重要な商品・サービスとそうでない商品・サービスがある場合、商品・サービス別の顧客単価が大きく異なる場合、商

流や業務フローが大きく異なる場合、商品・サービス別に成約率や商談化率などを把握したい場合などは商品・サービ

ス別に分けてみましょう。（※ ❶と❷は逆でも構いません）

❷ 売上を顧客カテゴリー別に分けるかどうかを決める
重要は顧客カテゴリーとそうでないカテゴリーがある場合、顧客カテゴリー別の顧客単価が大きく異なる場合、商流や

業務フローが大きく異なる場合、顧客カテゴリ別に成約率や商談化率などを把握したい場合などは顧客カテゴリー別に

分けてみましょう。（※ ❶と❷は逆でも構いません）

❸ 売上を新規売上とアップセル・クロスセルに分けるかどうかを決める
新規売上とアップセル売上・クロスセル売上に分けるかどうかですが、これは分けることをオススメします。理由とし

ては、新規売上に至る業務フローと、その後のアップセル売上・クロスセル売上に至る業務フローは、基本的には大き

く異なるはずだからです。

❹ 顧客数を新規顧客とリピート顧客に分けるかどうかを決める
これはぜひ分けてください。通常、新規顧客獲得からの売上と、リピート顧客からの売上を比べた場合、その獲得コス

トは大きく異なる場合が多く、リピート顧客がどれくらいリピートしてくれているかどうかは非常に大きなポイントで

あることが多いからです。

❺ チャネル別に分けるかどうかを決める
例えば、既存顧客からの紹介チャネルとWebチャネル・テレアポチャネルを比べれば、商談化率や成約率は大きく違っ

てくることが多いので、できるだけチャネル別に分けることをオススメします。そうすると、チャネル別の商談化率や

成約率がわかったり、チャネル別の顧客獲得コストが比較できたりします。

以上のような順で、各ポイントを踏まえながら、KPIツリーを作っていってみてください。

繰り返しになりますが、細かく分解すればするほど、より詳細なボトルネックが把握できて、より具

体的な改善施策やアクションが可能になります。

商談数 成約率
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4.  たくさんのKPIのなかで
　  優劣をつけられていない
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4.　たくさんのKPIのなかで優劣をつけられていない

KPIの数が増えれば増えるほど、その数だけKPIのデータをとってこないといけないのでデータ集約に時間と手間がかかります。

ただし、KPIツリーを作っていれば、たくさんKPIがあっても、どのKPIに問題があるのかを特定しやすくなります。

一方で、KPIツリーを作っていない、つまり、洗い出して運用しているたくさんのKPI同士の関係性がはっきりしていないと、特定のKPIが悪い時

に、そのKPIとどのKPIが関係していて、かつ、どのようにどれくらい関係しているかもわからないので、原因の特定が難しくなります。

たくさんのKPIを追いかけすぎるとデータ集約に時間と手間がかかり失敗する

KPIの優先度・重要度が不明確

指標××× 指標××× 指標×××

A ◯ ◯ ◯

B ◯ ◯ ◯

C ◯ ◯ ◯

D ◯ ◯ ◯

×
×

×

○ ×

○

KPIツリーでKPIの優劣が明確

○ × ×

○ ○ ○ ○ ○ × × ○
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4.　たくさんのKPIのなかで優劣をつけられていない

KPIツリーを作ることは大前提として、

❶ クラウドシステムを活用して、たくさんのKPIデータを

　 自動（半自動）取得することで、データ集約の時間と手間を省く。

❷ たくさんのKPIの中から、その中でも特に重要なKPI

　（Scale Driver）を選んで、それらを中心に運用する。

データを素早く確認する環境を作り、重要KPIを決めることによって見

るべき指標が整理され、効果的な運用が可能になります。

KPI運用が重くならないためのポイント

×

○ ×

○ ○ × ×

○ ○ ○ ○ ○ × × ○



16

5.  部門ごと・事業ごとに
　  バラバラで管理している



17

5.　部門ごと・事業ごとにバラバラで管理している

ビジネスの現場においては、営業・マーケティング・経営管理など、部署ごとにデータがバラバラになってしまっていて、部署ごとの部分最適な経

営になってしまっているケースが多く見受けられます。

部分最適なKPI運用になっていると、各部門ごとに頑張って達成できていたとしても、他部署の未達成により事業KPIが伴わず、頑張っても達成でき

ない「疲弊」につながる悪循環が生まれてしまいます。

部署ごとの部分最適のKPI運用となり、頑張っても達成できず「疲弊」につながり失敗する

部門ごとにKPIが作成されている

営業
部門

マーケ
部門

管理
部門

企画
部門

事業

営業 マーケ

事業KPIからのブレイクダウン
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① 各部署のKPIを集めてKPIツリーとしてまとめる

② 各部署が自部署のKPIだけではなくKPIツリーを使って全体のKPIの状況を理解する

③ 全体の目標を達成するために部門横断的にリカバリー策を考えて行動する

そうすることで、

・マーケで新規リード獲得数が未達成になりそうなので、インサイドセールスで架電数を

　増やして、フィールドセールスへの商談供給量を確保しよう、そうすることで、

　全社的な売上目標をみんなで達成しよう。

・マーケティングでのいまのリード数の増加傾向からすれば、セールスでの商談数が

　増えていく見込みだけどいまの営業の生産性でまわせるのか？

　いや、まわせなさそうなので、早めに営業マンを採用をしていこう。

・エンジニアの稼働率がこんなに下がっていっているまた新規採用するのか？

　いや、一旦新規採用は止めておこう。

・Webチャネルより代理店チャネルの方が顧客獲得単価が下がっていく傾向にあるので

　代理店へのフォローを強化しよう。

上記のように、組織の壁を超えて、組織横断的な意思決定やマネジメントができるようになります。

事業課題からのKPIツリーの作り方

5.　部門ごと・事業ごとにバラバラで管理している

事業

営業 マーケ
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6.  予算や財務と紐づいていない
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6.　予算や財務と紐づいていない

KPIマネジメントをしている会社の多くは、スプレッドシートやダッシュボード（グラフ）を使って管理しています。一方、予算は、別のエクセル

や、予算管理ソフト・会計ソフトなどを使って管理しています。このように、KPIと事業計画が別々に管理されていて一元管理されていません。

売上KPIが達成できていても費用KPIが達成できない場合や、費用KPIが達成していても売上KPIが達成していない場合もあります。

どのKPIが原因で計画通りに進捗していないのかを把握するためにも、各KPIの目標値と、予算を結びつけることが重要です。

KPIと事業計画が別々に管理されていると、予算の未達成原因がつかめず失敗する

KPIと事業計画が別々に管理されている

利益

売上 費用

営業 マーケ 営業 マーケ

KPIと事業計画を一元管理

売上推移

部門KPI
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❶ KPIを使って予算を立てる

右のKPIツリーで言えば、下から上に向かって順番に計画を立てていくイメージです。

・テレアポ数の目標は1,000で、そのアポ率は1％を目標にしよう。

・そうすると商談数は10になるはずなので、成約率の目標を20％とすれば、顧客数は2になる。

・顧客数が2で、顧客単価の目標を10にすれば、売上予算は20になる。

という具合です。

❷ KPIを使って予算実績比較を行う

利益予算が決まってて、その内訳として売上予算と費用予算が決まってる。

そして、それを達成するために必要な各KPIの目標値を、

上から下に向かって順番に決めていくイメージです。

・売上予算が20で、顧客単価は一旦今のまま据え置きしたとして10とすると、

　売上予算を達成するには顧客数は2必要になる。

・顧客数2を獲得するためには、いまの成約率のアベレージが20％なので、

　商談数を10つくる必要がある。

・商談数を10つくるためには、テレアポ数1,000とアポ率1％を目指そう。

という具合です。

KPIと事業計画の一元管理のポイント

利益

費用

マーケ 営業

単価 数量

6.　予算や財務と紐づいていない

商談数 成約率
広告費 人件費 外注費 人件費

テレアポ数 アポ率

1,000 1%

10 20%

顧客数
2

顧客単価
10

売上
20
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❶ KPIを使って予算を立てる

右のKPIツリーで言えば、下から上に向かって順番に計画を立てていくイメージです。

・テレアポ数の目標は1,000で、そのアポ率は1％を目標にしよう。

・そうすると商談数は10になるはずなので、成約率の目標を20％とすれば、顧客数は2になる。

・顧客数が2で、顧客単価の目標を10にすれば、売上予算は20になる。

という具合です。

もちろん逆でもOKです。

利益予算が決まってて、その内訳として売上予算と費用予算が決まってる。
そして、それを達成するために必要な各KPIの目標値を、左から右に向かって順番に
決めていくイメージです。

・売上予算が20で、顧客単価は一旦今のまま据え置きしたとして10とすると、

　売上予算を達成するには顧客数は2必要になる。

・顧客数2を獲得するためには、いまの成約率のアベレージが20％なので、

　商談数を10つくる必要がある。

・商談数を10つくるためには、テレアポ数1,000とアポ率1％を目指そう。

という具合です。

いずれでもOKなのですが、要は、各KPIの目標値と、予算を結びつけることが重要です。

KPIと事業計画の一元管理のポイント

利益

費用

マーケ 営業

単価 数量

6.　予算や財務と紐づいていない

商談数 成約率
広告費 人件費 外注費 人件費

テレアポ数 アポ率

1,000 1%

10 20%

顧客数
2

顧客単価
10

売上
20
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❷ KPIを使って予算実績比較を行う

仮に次のような結果になったとしましょう。

利益の未達成が2となっています。
その原因は、費用は計画通りとなりましたが、売上の未達成が2となっていることです。

ではその売上の未達成2の原因はというと、顧客数の実績は計画を上回っていますが、
顧客単価の実績が大きく計画を下回っていることが原因です。
このように予算の未達成原因がはっきりとわかります。

そうすると、

・顧客単価がなぜこれほどまでに下がってしまったのか
・どのようにして顧客単価をあげていくのか

というように改善策も具体的に考えやすくなりますね。

ここで、ポイントとしては、顧客数の実績は計画を上回っていますが、
このように、あるKPIの結果が良かったとしても油断しないでください。

この顧客数をさらに深掘りしていくと、成約率の実績は計画通りですが、商談数の実績が大きく計画
を上回っています。
さらに、商談数が良かった原因は、テレアポ数の実績が計画の2倍も達成していることが
大きな原因で、一方の、アポ率の実績が計画の50％しか達成していないということがわかります。

このようにあるKPIの結果が良かったとしても、さらに深掘りすれば（KPIツリーを右へ右へとたどっ
ていけば）、良かったKPIと悪かったKPIがあって、良かったKPIが悪かったKPIを上回っているからこ
そいい結果につながった、ということがよくあります。
こうなれば、悪かったKPIの原因分析と改善をする必要がありますよね。

KPIと事業計画の一元管理のポイント

マーケ 営業

単価 数量

6.　予算や財務と紐づいていない

商談数 15 成約率 20%
広告費 人件費 外注費 人件費

テレアポ数 2,000 アポ率 0.5%

目標 +1,000 目標 ▲0.5

目標 +5 目標 +-0

顧客数 3
目標 +1

顧客単価 6
目標 ▲4

売上 18
目標 ▲2

利益 3
目標 ▲2

費用 15
目標 +-0
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7.  結果の分析ばかりで
　  予測に活用できていない
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7.　結果の分析ばかりで予測に活用できていない

過去を分析すること自体が目的になってしまっているケースもあるかもしれませんが、そうではなくて、「これから何をすべきなのか」を意思決定

するために過去を分析しているのだと思います。つまり、未来に向けた意思決定をするために過去を分析しているのでしょう。

KPIを使って過去を分析してその結果を報告するだけではなく、KPIを使って未来を予測して経営の意思決定に役立てることを考えてみましょう。

目の前のKPI結果ばかり見ていると、未来に向けたアクションの意思決定ができず失敗する

リードタイムから予測しながら行動する

売上

顧客単価 顧客数

単価 数量 商談数 成約率

テレアポ数 アポ率

目の前のKPI結果ばかりを見て行動する

売上

顧客単価 顧客数

単価 数量 商談数 成約率

テレアポ数 アポ率
4月

5月

6月
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「このままいくとこういった未来になる可能性が高い」というシミュレーションをKPIツリーに
組み込むことで、未来の結果に対して「今のままだったらどうなるのか？」が想定でき、未来
の結果をよくするためのその差分をどのようにして解決するかを考えてアクションすること
ができます。

未来に向けたアクションの意思決定の方法

7.　結果の分析ばかりで予測に活用できていない

顧客単価

単価 数量 5月

6月

テレアポ数
1,500

アポ率
1%

商談数
15

成約率
20%

顧客数
3

4月

売上
30

例えば、以下の条件の場合

・テレアポしてから商談に至るまでの平均的なリードタイムが1ヶ月
・商談してから成約に至るまでの平均的なリードタイムが1ヶ月
・4月のテレアポ数が計画2,000に対して達成率75％の実績1,500

右記の図のようにシミュレーションできれば、
「6月の売上が、計画40に対して30になってしまう可能性が高い」ので、その対応策とすれば、

・5月の商談数を増やすために、5月のテレアポ数を増やしたりアポ率を高めたりしても、
　（アポから成約までのリードタイムが合計2ヶ月なので）7月の売上にはプラスになるが、
　6月の売上に対しては効果が薄い。

・5月の商談数を増やすことではなく、すでにつくった5月の商談に対する成約率を高める必要がある。

という施策が考えられます。

このように、KPIを活用して、

・今のままだったらどうなりそうかを予測する
・その予測と計画との差分（特に足りないところ）をはっきりさせる
・その差分をどのようにして解決するかを考えてアクションする

という仕組みを組織のマネジメントにおいて定着させてはどうでしょうか。
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8.  週次で追えていない
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8.　週次で追えていない
組織的なマネジメントを実現するためには、組織全体で「数字（データや指標など）」を活

用する必要があります。会社経営で活用される数字は主に会計情報をはじめとした財務情報

とKPI情報をはじめとした非財務情報に大きく区分できます。ここで、まず両者の長所と短

所について整理してみましょう。

プロセスマネジメントができる

財務情報（PL）

たとえば、1月の結果が出てくるのが2月になってからになります。

つまり、その情報を把握する時点では、もう結果が出てしまっているため結果論に

なってしまいます。

もちろん、1月の月中の進捗管理といったプロセスマネジメントには使えません。

非財務情報（KPI）

多くのものが日次または週次で数値が出てくるので、1月の結果が出る前に、結果に至る月中の

プロセスマネジメントにも使えます。

情報の粒度が細かい

財務情報（PL）

PLの情報の中には、たとえば、売上高という勘定科目の中を見ても、顧客数や顧客単価、さらには

成約率や商談数といった詳細な情報は把握できません。

つまり、PLの情報は粒度が粗く、それだけでは詳細がわかりにくいのです。

非財務情報（KPI）

情報の粒度が細かく、ビジネスの状況が詳細にわかります。

「売上実績が予算に対して90％だった」というときでも、顧客数が足りなかったのか、

それとも顧客単価が低かったのかといったように原因がすぐにわかるので、対策も立てやすい。

直感的に理解できる

財務情報（PL）

PLは簿記といった専門知識がないと読み解くのに苦労します。

非財務情報（KPI）

KPIは、そのような専門知識がなくても誰もが直感的に理解しやすい。

事業全体が見えづらい

財務情報（PL）

PLは情報の粒度が粗いものの事業全体の状況が一覧できます。

非財務情報（KPI）

営業部は営業のKPI、マーケティング部はマーケティングのKPIといったように、部門ごとにバラバラに管理して

いてサイロ化しているので、事業全体を俯瞰してみようと思えば、各部門のKPIを集約して一覧できるようにし

ないといけない。

信用情報になりにくい

財務情報（PL）

デット・ファイナンスの与信判断に利用されるのはPLをはじめとした財務情報です。

いくらKPIがよくても財務情報が悪ければファイナンスは難しい。

非財務情報（KPI）

デット・ファイナンスにおいてKPIは信用情報になりにくい。

ただし、エクイティ・ファイナンスにおいてはそうとも言い切れず、PLが悪くてもKPIがよければファイナンス

できる可能性は高い。

せっかくKPIマネジメントをやるからには、週単位でやるからこそ、そのメリットが

しっかりと享受できて、月次の目標達成に向けて効果がある、ということです。
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弊社のScale Cloudの画面の一部ですが、先ほどまでのKPIツリーが縦に並んでいます。

4月の第1週目の週次マネジメントを例にしています。

・まず、KPIごとに第1週目の実績データを集約します。

・次に、KPIごとに4月末の着地見込を入力します。

・着地見込と計画（参考までに前年実績）を比べて差分を明確にします。

・未達成になりそうなKPIについて改善施策を考えて行動します。

シンプルにいうと、このようなサイクルを週単位で回していくイメージです。

チームマネジメントにおいても同様です。

たとえば、Aさん、Bさん、Cさん、Dさんがいる営業チームを考えてみましょう。

・まず、各人ごとに、KPIごとに第1週目の実績データを集約します。

・次に、各人ごとに、KPIごとに4月末の着地見込を入力します。

・各人ごとに、着地見込と計画（参考までに前年実績）を比べて差分を明確にします。

・各人ごとに、未達成になりそうなKPIについて改善施策を考えて行動します。

一方、営業チームのリーダーは、チーム全体の数字もみなければなりませんよね。

・チーム全体での実績データを確認します。

・チーム全体での着地見込データを確認します。

・チーム全体の着地見込と計画（参考までに前年実績）を比べて差分を明確にします。

・その差分（特に未達成になりそうなKPIと、どれくらい未達成になりそうかという数値）をどうやってうめるかをチーム全体の全体最適な目線で考えます。

・必要に応じて、チームメンバー各人の目標値を見直して、再度、改善施策を考えなおします。

このように週単位で組織・チームのPDCAをスピーディーに回していくことで、目標達成する仕組みを作り習慣化していきましょう。

週単位でのKPIマネジメント方法

8.　週次で追えていない
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9.  盲目的になってしまっている
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9.　盲目的になってしまっている

ネットでの情報や人伝での情報によって、ビジネスが標準指標に達していない場合に、そのギャップを埋めにいくのは早計です。

そのギャップを埋める対策ばかりに目がいってしまって、例えば、ユーザーに対するサービスクオリティが落ちてしまっては、ビジネスの本質から

すれば本末転倒になってしまいます。

盲目的に追いかけてしまうことは、ビジネスの本質からズレていく可能性があり失敗する

自社に沿ったカタチで運用できている見聞きした情報を鵜呑みにして判断する
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一般的に謳われているKPIの標準値とされるものを盲目的に追い求めてしまうことで、

ビジネスの本質、たとえば、「顧客により高い付加価値を提供する」ためということよ

りも、「エクイティ・ファイナンスをする」ためという目的が主眼となってしまって、

ビジネスとしては本末転倒になってしまっていることにならないでしょうか。

「粗利率を10％下げる必要がある」または「そうしないと投資家から評価されない（エ

クイティ・ファイナンスによる資金調達が難しくなる）」と考えて、主なコストである

サポート人員の人員削減（または必要以上に抑えた）を行うことで、ユーザーに対する

サービスクオリティが落ちてしまっては事業継続そのものが困難になります。

標準値とされるものをベンチマークとするのであれば、

・なぜその標準値が良いとされているのか（そのロジック）

・自社に当てはめた時にいまその標準値をベンチマークとして追いかけるべきなのか

・将来的にその標準値を目指すとして、どのようなスピードでそこを目指していくのか

といったことを慎重に見極めましょう。

情報を鵜呑みにせず自ら検証する

9.　盲目的になってしまっている

利益

売上 費用

営業 マーケ 営業 マーケ
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10.  詰めるけど責めない
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未達成のKPIや進捗が悪いKPIがある場合には、「原因を明らかにすることが必要」「担当者を責めるわけではない」というルールを明確にし共通認

識を持っておいた方がいいでしょう。そうすることで、見て見ないフリをするわけでもなく、人を責めるわけでもなく、健全な状態で、チームとし

てのPDCAを回しやすくなるはずです。

KPIマネジメントは敬遠する人が多い

ルールを明確にして共通認識をもつ人に原因を追求する

10.　詰めるけど責めない
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KPIツリーを作ることによって、

・自分たちが関わっているビジネスの全体像がどのようになっていて、

・その中ではどういったKPIが重要になっていて、

・それぞれのKPIの関係性がどうなっているのか、

・その中で自分が日々追っているKPIはどういった位置付けにあるのか、

を理解しやすくなります。

KPIのメカニズムや関係性を理解したら、今度は、「ストーリー」の共通認識を持ちましょう。

・利益の目標は25だ。

・そのためには、売上は40獲得して、費用は15に抑える必要がある。

・売上40を達成するためには、顧客単価はいまのところ10なので、顧客数を4にする必要がある。

・顧客数4を達成するためには、一旦成約率を直近平均の20％とすれば、商談数を20作らないといけない。

・商談数を20作るためには、当面、アポ率1％をあげるのも難しそうなので、

　まずはテレアポ数2,000を達成しよう。

というように、「KPIの上に数値でストーリーが乗っている」状態を作りましょう。

ただ単に「KPIや数字が並んでいる」状態よりも、圧倒的に、直感的に理解しやすく

共通認識も持ちやすくなります。

チームで仕事をする上では、この「共通認識」が本当に重要ですよね。

共通認識を持つためにKPIツリーを作る

10.　詰めるけど責めない

利益
25

単価 数量
商談数 成約率

広告費 人件費 外注費 人件費

テレアポ数 アポ率

2,000 1%

20 20%

顧客数
4

顧客単価
10

売上
40

費用
15

マーケ
7

営業
8
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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

