
業績目標が達成できるマネジメントのコツ 

 

よくある経営者の皆さんのお悩み 

社員は頑張っていると思うが業績目標が達成できない･･･。 

業績目標が達成できないが何が原因だか、どこを改善したらよいのかわからない･･･。 

 

ではなぜ業績目標が達成できないのでしょうか。 

業績目標が達成できないのには明確な理由があるはずです。

本コラムでは３つの理由に分けて解決のコツをご紹介します。 

 

＜１＞ 業績目標が達成できない３つの理由 

＜２＞ 業績目標を達成するマネジメント 

＜３＞ マネジメントをうまく進めるためのコツ 

 

 

さっそく業績目標が達成できない３つの理由を見ていきましょう。 

＜１＞ 業績目標が達成できない３つの理由 

１．計画が不十分 

２．実行が不十分 

３．計画も実行も十分だが、環境変化などにより乖離が生じてしまう 

 

例えば、 

車で目的地へ決められた日時と費用で移動する場合、計画段階で目的地へ行く道順の地図、スピード、

休憩など含めた行程、燃料費、必要な車の性能など準備が十分であれば、目的の日時に費用内で到着でき

るはずです。しかし、そもそもの地図が間違っていたり、スピードの想定が速すぎたり、車の性能が劣っ

ていたりすれば、目的は達成できません。 

一方、地図を見ながら行程通りに運転を実行できるドライバーがいれば目的地に到達できますが、ドラ

イバーの力量が不足したり、途中で余分な休憩を取るなど実行力が低ければ、これもまた目的を達成で

きません。 

また、計画も実行力も十分だが、行程で想定外の渋滞が起きたり、故障が生じるなど、計画通りに進ま

ない要因が発生してしまうと途端に目的が達成できなくなることもあります。 

 

業績目標に対しても同様のことが言えるでしょう。 

業績目標を達成するために事業計画を立てますが、そもそもの事業計画の設計が不完全では、到底目標

は達成できません。事業計画の数値に根拠がなかったり、数値を実現するための実行プランが不足して

いたりするケースも多いかもしれません。 



一方で事業計画及び実行プランが実現可能なものであったとしても、それを実行する人材や組織のス

キルや実行力が不足していては、期間内にプランを実行しきれませんし、同じことを実行したとしても

想定した結果が出ないこともあります。 

また、計画と実行力が十分であっても、競合や市場の変化によって、想定通りの率や価格で受注できな

くなったり、コストアップになるといったこともしばしば生じます。ですので、変化に対応する修正がで

きないと目標は達成できなくなってしまいます。 

 

 

では、業績目標を達成するにはどのようなマネジメントをすればよいのでしょうか。 

＜２＞ 業績目標を達成するマネジメント 

１．十分かつ実行可能な計画を設計する 

２．計画通りに実行する 

３．計画との乖離や環境変化に対応して修正する 

  

当たり前のことと思われるかもしれませんし、わかっているけどできないから困っているということ

かもしれません。では、どのように改善を進めていけばよいのでしょうか。改善できないのは、どこが問

題なのかがわからないからです。感覚的、定性的にではなく、数値的に、定量的に判断することが大切で

す。 

 

例えば、 

「環境が厳しいから売上が前年より減っている」というレベルでは改善するのは難しいでしょう。まず

最初に、自社の現状を、数値的に、定量的に表現し、原因を明らかにすることが必要です。 

 

Ｑ「売上が前年と比較してどれだけ減っているのか？」 

Ａ「売上が前年より 10%減っている」 

Ｑ「顧客数と顧客単価どちらが減っているのか？」 

Ａ「顧客数が前年より 10%減っている」 

Ｑ「既存客と新規客どちらが減っているのか？」 

Ａ「新規客が減っている」 

Ｑ「新規客がどれだけ減っているのか」 

Ａ「新規客が 20 件減っている」 

Ｑ「新規客の商談数と受注率どちらが減っているのか？」 

Ａ「商談数が減っている」 

Ｑ「商談数が何件減っているのか」 

Ａ「商談数が 100 件減っている」 

Ｑ「どのルートの商談数が減っているのか」 

Ａ「テレアポの商談数が 60 件、代理店からの商談数が 40 件減っている」 

・・・・ 



といった具合にブレイクダウンしていくと具体的な原因が見えてきます。 

そして、その原因が生じているのは、以下の３つの何ができていないからなのかを見極めることで、解

決すべき問題が明らかになっていきます。 

 

１．十分かつ実行可能な計画を設計する 

２．計画通りに実行する 

３．計画との乖離や環境変化に対応して修正する 

 

自社の業績が達成できない原因と具体的な数値、解決すべき問題が何かが明らかになれば、その問題の

解決に注力できますし、その問題さえ解決できれば、業績目標の達成が可能になります。まずは、自社の

現状を、数値的に、定量的に表現し、業績目標を達成できていない原因を明らかにしてみてください。 

 

では、これらの３つのマネジメントについて確認していきたいと思います。 

 

１．十分かつ実行可能な計画とは 

よくありがちな業績達成できない計画と比較しながら考えてみましょう。 

 

・感覚的ではなく、数値的で根拠の説明できる計画。 

業歴が⾧い企業の場合、慣例的に前年よりもなんとなく少し頑張れば達成できそうな目標を立てるだ

けになってしまっていることがよくあります。定性的な目標ですので、達成するための施策も努力など

定性的になりがちです。逆に、根拠が数値で十分に説明できる計画は、根拠が説明できない計画よりも実

現性が高いといえます。例えば売上 500 万円について、去年の実績が 500 万円ぐらいだったからという

経験則だけでなく、商談数 100 件×受注率 25％×受注単価 20 万円＝売上 500 万円と説明できた方がよ

い計画といえるでしょう。 

 

・PL だけでなく、プロセス指標（KPI＝重要業績評価指標）に落とし

込まれた計画。 

売上、費用、利益などの結果指標だけ明示して、プロセスにまでブ

レイクダウンされていない事業計画もよくあります。業績目標を達成

するための根拠となるプロセス指標が示されていませんので、不確実

な計画といえるでしょう。例えば、売上の計画であれば、顧客数、顧

客単価、商談数、受注率、といった売上を構成する要素が示されてい

なくては、どのようにして売上があがるのかがわかりません。更には、

顧客数や商談数の目標をどのように達成するのか、その道筋も示さな

ければ、業績目標を達成するのに十分な事業計画とは言い難いでしょ

う。 

 

 



・プロセス指標（KPI）をクリアすれば業績目標が達成される計画。 

KPI を設定していても、部門ごとに縦割りで設定しているといった場合、抜け漏れが多く MECE にな

っていないことがよくあります。KPI が MECE でない場合、部門のプロセス指標は達成されたのに業績

目標が達成されないといったことになりかねません。例えば、営業部門の売上目標は達成できたが、人事

部門の営業マンの採用費がオーバーしていたことが後で判明して、営業利益の目標が達成できなかった、

といったことが起こりえます。KPI を達成すると必ず業績目標が達成される KPI が設定されていれば、

業績目標の達成という大きなテーマではなく、より具体的な KPI の目標達成をマネジメントできればよ

いので、マネジメントがし易くなります。 

 

・プロセス指標（KPI）を達成するためのアクションプランがある計画。 

社員が KPI の達成につながっていない仕事を頑張ってしまい、頑張った

けど未達成というケースもよくみられます。例えば、目標の達成のためには

Web マーケティングでのリード獲得に力を入れるのが最善であったのに、

アクションまで定められていなかったので、効率の悪い飛び込み営業に労力

を注ぎ込んでしまって、目標に未達になってしまうなど。KPI を達成するた

めには、社員一人一人が何をすればよいかまで明確になっているとより確度

が高まります。 

 

 

２．計画通りに実行するために必要なマネジメントとは 

よくありがちな計画を実行できないマネジメントと比較しながら考えてみましょう。 

 

・アクションプランは責任者と納期を明確にする。 

責任者と納期が明確でない場合、そのアクションの優先順位が下がったり遅れたりするなど、計画通り

に実行され難くなります。アクションプランを設定する場合は、責任者と納期を明確にすることが大切

です。 

 

・アクションプランを各社員に落とし込んで、結果を毎日（定期的に）確認する。 

アクションプランを立てたものの社員各自にまで落とし込むことができていないと、抜け漏れや進捗

遅れが発生しがちです。365 日の結果が 1 年の結果ですから、1 日ずつの少しの遅れが蓄積すると取り返

しがつかないことになってしまいます。ですので、アクションプランは各社員に落とし込んで、毎日結果

を確認することが重要です。 

 

・社員が当たり前のこと（計画したこと）を当たり前に（計画通りに）できる組織や仕組みを作る。 

アクションプランが落とし込まれていても、社員の意識によって実行されないことがあります。どんな

に完璧な計画を作っても、現場での実行が伴わなければ業績目標が達成されることはありません。当た

り前のことが当たり前に実行できる社員や組織にすることが実は一番難しいのかもしれません。 

 



 

３．KPI の予実の乖離や環境変化に対応するマネジメントとは 

よくありがちな計画との乖離による未達成のケースと比較しながら考えてみましょう。 

 

・結果的に受注率や客単価などの KPI が計画を大きく下回ってしまい達成できない、といったことを回

避するためには、KPI の経過を定期的にウォッチして差異を確認する必要があります。 

 

・月次の管理で KPI の予実の乖離を認識していたが見過ごしてしまうといったことがなきよう、KPI の

予実に乖離が生じていたら、原因を追究して改善することが求められます。 

 

・顧客のニーズや競合などの環境変化によって KPI のロジックが崩れてしまうことはありえますので、

環境変化が生じてロジックが崩れてしまった場合は、KPI のロジックを見直すことが必要です。 

 

 

最後に、まとめとして業績目標を達成するためのマネジメントのコツについて整理します。 

＜３＞ マネジメントをうまく進めるためのコツ 

１．業績目標を KPI、アクションプランに落とし込む 

２．アクションプランを個人に落とし込み仕組みで管理する 

３．KPI の予実乖離に対して PDCA による業務改善を行う 

 

１．業績目標を KPI、アクションプランに落とし込むコツ 

KPI を設定する際にありがちな間違いが、KPI の項目を経験などから「重要そうだ」と列挙して選定し

まうことです。これですと抜け漏れも生じ易いし、本当に重要な KPI が設定できていないこともありえ

ます。売上の KPI は設定するが費用の KPI が設定できていないということもよくあります。ではどのよ

うなことに注意して KPI を設定すればよいのでしょうか。 

 

・KPI ツリーを使って、業績目標から逆算して KPI を設定する。 

・アクションプランにつなげられるレベルまで KPI をブレイクダウンする。 

・抜け漏れがなく MECE になるように KPI 洗い出す。 

・売上の KPI だけでなく費用の KPI も設定する。 

・洗い出した KPI では、業績目標が達成できないことが分かった場合、KPI の

数値を見直すか、新たな施策となる KPI を追加する。 

・業績目標に対して KPI ツリーでロジカルに説明できることを確認する。 

・部分ではなく全体を見て、重要な KPI をいくつか選定し、進捗管理を行えるようにする。 

・重要な KPI は、実現するためのアクションプランまでブレイクダウンする。 



 

２．アクションプランを個人に落とし込み仕組みで管理するコツ 

精緻なアクションプランを設定しても実行しなければ全く意味がありません。KPI を達成するための

最大のボトルネックが「プラン通り実行できない」ことでしょう。では、アクションプランを実行するた

めにはどんな要素が必要でしょうか。 

 

・アクションプランは、責任者と納期を明確にする。 

・アクションプランは、社員一人一人の行動目標に落とし込み、人事評価に取り入れる。 

・個人の行動目標に落とし込む際には、部分だけの説明ではなく、全体から説明する。 

そのアクションがどの KPI につながり、業績目標の達成につながるのかを説明し、自分の仕事が全体

の業績目標達成につながっている重要な仕事であることを理解してもらう。 

・進捗報告は、自動集計できたり、日報に含めるなど、なるベく容易に毎日確認できる仕組みを作る。 

 

 

３．KPI の予実乖離に対して PDCA による業務改善を行う 

KPI の予実に乖離が生じた場合、その結果はそのまま業績目標の予実乖離に至ります。ですので、業績

目標を達成するためには、KPI の予実乖離を早期に見つけて問題を解決

していく必要があります。では、KPI の進捗に関する問題を解決してい

くコツとはどのようなことがあるでしょう。 

 

・KPI のマネジメントに PDCA を取り入れる。 

KPI は業績目標達成に向けての重要なプロセス指標ですので、数値を

見て結果確認だけに終わらせず、PDCA を回して改善していくことが必

要です。 

 

・KPI の PDCA をスピーディーに回す。 

乖離が起きたままの状態を続けていては乖離が大きくなる一方ですので、PDCA をスピーディーに回

して、早期に改善することが、業績目標の達成に向けて必要です。 

 

・KPI の PDCA を回すときは１つずつの KPI だけでなく、関連する KPI を複合で見る。 

・売上の KPI の PDCA を回すときには関連する費用の KPI も複合で見る。 

KPI はそれぞれがつながりがある場合も多く、売上の KPI の裏には費用の KPI が紐づいているケース

が多いので、複合的に見ることが必要です。 

 

・KPI の PDCA では業績目標達成に向けて、全体を見て判断をすることが重要です。 

各 KPI の改善だけを目指した場合に、その改善が業績目標の達成とずれてしまうこともありえます。



全体を見て、業績目標の達成に向けて改善すべきことが何なのか、どこに注力すべきなのかなどの判断

を下すことが重要です。 

 

 

 

最後までお読みいただきありがとうございました。皆様の業績目標の達成に向けてご活用いただけま

すと幸いです。もっと詳しく聞いてみたい、自社の状況に合わせて相談してみたい、という方がいらっし

ゃいましたら、こちらまでお気軽にご連絡ください。 

 

初回コンサルティングは無料です。オンラインでのご相談も可能です。 

 

 

株式会社ビーワンカレッジ 担当 福田 

メール： info@beonecollege.co.jp 

電話： ０３−６２７５−１７７１ 

所在地： 東京都港区三田 2-14-5  

大阪市北区西天満 2-6-8 

 

 

 


