
科学的経営で
年商1億、10億、30億、100億の壁を突破する

組織マネジメントプログラム

Scale Model



Benefits

導入効果



成⾧ステージごとの壁を突破する

思うように業績目標が達成できないという壁を、業績目標を達
成するためのロードマップを可視化して、そのプロセスを仕組
み化することで突破する。

社⾧の直感や感覚に頼って事業拡大する、その限界の壁を、直
感的な経営を論理的に支える両輪経営に移行し、よりベストな
経営判断を選択できるようになることで突破する。

幹部や次世代リーダーがなかなか育たないという壁を、経営情
報を数字で可視化し、経営全体の視点を持った組織横断的な人
材を育成することで突破する。

経営陣のトップダウンで経営していくと現れる壁を、社員も経
営に参加できる組織マネジメントへ移行し、組織の実行力を高
めることで突破する。

01 業績目標達成への壁01 業績目標達成への壁

02 社⾧の直感依存型経営の壁02 社⾧の直感依存型経営の壁

04 幹部・次世代リーダー育成の壁04 幹部・次世代リーダー育成の壁

03 トップダウン型経営の壁03 トップダウン型経営の壁



01 業績目標達成への壁

業績目標を達成できるプロセスを仕組み化

02 社⾧の直感依存型経営の壁

直感的な経営を論理的に支える両輪経営へ

03 トップダウン型経営の壁

社員も経営に参画できる組織マネジメントへ

04 幹部・次世代リーダー育成の壁

経営視点を持った組織横断的人財の育成

01 業績目標達成への壁

業績目標を達成できるプロセスを仕組み化

何をいつまでにどれだけやるべきかを明確化

会計数字は月末過ぎないとわからず、その月の目標達成に向けた月中のマネ
ジメントに使えないので、会計数字と紐付けたKPIで毎週・毎日のマネジメン
トを行う。

PLベースの目標だけでは社員の行動に結びつきにくいので、社員も理解しや
すいKPIを使って、PL目標達成に必要なKPIを漏れなく洗い出してそれらの目
標値を可視化することで、何をいつまでにどれだけやるべきかを明確にする。

KPIも目標通りに進まないことが常だが、達成・未達成の要因や進捗状況がリ
アルタイムに明らかになるので改善対応がスピーディーになり、目標を必達
するマインドと仕組みを構築できる。
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PL目標日々追っていくKPIとその目標値



01 業績目標達成への壁

業績目標を達成できるプロセスを仕組み化

02 社⾧の直感依存型経営の壁

直感的な経営を論理的に支える両輪経営へ

03 トップダウン型経営の壁

社員も経営に参画できる組織マネジメントへ

04 幹部・次世代リーダー育成の壁

経営視点を持った組織横断的人財の育成

02 社⾧の直感依存型経営の壁

直感的な経営を論理的に支える両輪経営へ

直感が「主」、論理が「従」となり「主」を支える。

どのKPIが業績へのインパクトが大きいかが一目瞭然になるので、限られたリ
ソースをそのKPIに投資することで、効率よく成果を出せるようになる。

クリック率を1％上げるのと、受注率を1％上げるのでは、どちらが成果が出
せそうかというシミュレーションが簡単にできるので、複数の選択肢がある
場合に、最も効果的な選択肢を、直感だけでなく合理的に選ぶことができる。

社⾧の直感だけだと社内・社外ともに「なぜその判断をしたのか」が分かり
づらいので、それを数字で示すことで、誰もが理解しやすく、やるべきこと
が明確になり、組織が一致団結してその判断に従うことができる。
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01 業績目標達成への壁

業績目標を達成できるプロセスを仕組み化

02 社⾧の直感依存型経営の壁

直感的な経営を論理的に支える両輪経営へ

03 トップダウン型経営の壁

社員も経営に参画できる組織マネジメントへ

04 幹部・次世代リーダー育成の壁

経営視点を持った組織横断的人財の育成

03 トップダウン型経営の壁

社員も経営に参画できる組織マネジメントへ

全員経営で組織の実行力を高める

経営の情報がブラックボックス化したままだと、社員は会社のことを自分ご
ととして捉えにくくなるので、社員にも経営の情報を開示していくことで、
当事者意識を持ちやすくなる。

会計情報を開示しても理解しづらいので、会計と紐付いたKPIを業務プロセス
に沿って開示してあげることで、誰もが理解しやすくなり、いま自分たちが
何をすべきなのかを考えながら、主体的に行動できるようになる。

ビジョンだけでは伝わりづらいことも、「100の言葉より1つの数字」と言わ
れるように、数字を使って示すことで組織全体に伝わりやすく、組織の一体
感が生まれ、全員が同じ情報を見ながら同じ目標に向かって進める。
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売上高
960万円

CF



01 業績目標達成への壁

業績目標を達成できるプロセスを仕組み化

02 社⾧の直感依存型経営の壁

直感的な経営を論理的に支える両輪経営へ

03 トップダウン型経営の壁

社員も経営に参画できる組織マネジメントへ

04 幹部・次世代リーダー育成の壁

経営視点を持った組織横断的人財の育成

04 幹部・次世代リーダー育成の壁

経営視点を持った組織横断的人財の育成

経営全体を俯瞰して全体最適を実現

自分・自部門だけの数字を把握しているだけでは部分最適になってしまうの
で、会社全体の数字を、簡単に俯瞰して見れるようにすることで、コスト意
識も持って、経営全体を見渡しながら日々の仕事に取り組むことができる。

業績目標を達成するためのKPIごとのマイルストーンとその進捗状況がわかり
やすくなるので、幹部や次世代リーダーがマネジメントしやすくなり、相互
の連携も密になって、経営者に代わって一定の経営判断もしやすくなる。

どのプロセスのどのKPIに課題があるのかだけでは不十分で、部門の壁を超え
て、そのKPIと関係性のあるKPIもあわせて改善することで、会社全体として
いま最もやるべきことに全員で取り組める。
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Service

サービス



組織マネジメントプログラム

Scale Model

達成したい事業計画と達成するた
めに必要なアクションがつながり、
組織全体でPDCAをまわせるメ
ソッドです。

経営と現場がつながる

達成したい事業計画と達成するた
めに必要なアクションがつながり、
組織全体でPDCAをまわせるメ
ソッドです。

経営と現場がつながる

01 科学的経営を可能にする

マネジメントメソッド

01 科学的経営を可能にする

マネジメントメソッド

02 組織の実行力を高める

実践型研修プログラム

02 組織の実行力を高める

実践型研修プログラム

03 マネジメントを可視化する

クラウドシステム

03 マネジメントを可視化する

クラウドシステム

経営情報を数字で可視化し、経営
者と社員の共通の羅針盤として、
日々の判断と行動をサポートしま
す。

経営の状況が手に取るようにわかる

経営情報を数字で可視化し、経営
者と社員の共通の羅針盤として、
日々の判断と行動をサポートしま
す。

経営の状況が手に取るようにわかる

幹部や社員がメソッドを使いこな
して、経営目線を持って、正しく
PDCAをまわして、成果を出せる
ようになるための実践型研修です。

社員が自ら考え行動できる

幹部や社員がメソッドを使いこな
して、経営目線を持って、正しく
PDCAをまわして、成果を出せる
ようになるための実践型研修です。

社員が自ら考え行動できる

× ×

ビジネスモデル構造に着目した独自開発したメソッドで、
経営を仕組み化し、事業をスケールさせるための基盤を構築します。



01 科学的経営を可能にする

マネジメントメソッド

02 組織の実行力を高める

実践型研修プログラム

03 マネジメントを可視化する

クラウドシステム

01 科学的経営を可能にする

マネジメントメソッド

戦略（モデリング）
売上・費用・資金のKPIを網羅的に洗い出し、KPIツリーでそれらの関係性を明確
にして、事業の全体像を数字で可視化し、ステークホルダーの理解と協力を得る。

Plan（計画）
KPIごとに計画を立てることで事業全体のPLとCFの高精度な計画をつくり、社
内・社外への納得性を高める。

Do（プロセス管理）
計画達成に必要なKPIごとの目標値を可視化して、誰が、いつ、どれだけやるか
を明確にして、進捗管理をしやすくし、計画達成度を高める。

Check（結果分析）
計画の達成・未達成の原因がどのKPIにあるのか、誰でも瞬時に正確にわかりや
すいように可視化し、課題を浮き彫りにする。

Action（シナリオフォーキャスト）
課題解決のいろいろな施策ごとに数字でシミュレーション（予測）して、ベスト
な施策を合理的に選択し、やるべきことの共通認識を得て実行力を高める。

組織の戦略からPDCAまでを、組織全体で数字を活用・共有して一元管理するScale Modelを導入することで、
組織の持つ能力を最大化するための経営基盤をつくります。



01 科学的経営を可能にする

マネジメントメソッド

02 組織の実行力を高める

実践型研修プログラム

03 マネジメントを可視化する

クラウドシステム

02 組織の実行力を高める

実践型研修プログラム

理解と運用準備
目安：2ヶ月

①モデリング（戦略）
・KPIツリーの作成
・重要なKPIの特定

②Plan（計画）
・KPIごとの目標値を決定
・PLとCF計画の作成

実践と振り返り
目安：2ヶ月

③Do（プロセス管理）
・アクションプランの決定
・進捗管理の仕組みづくり

④Check（結果分析）
・KPIの未達原因の分析
・アクションプランの分析

改善と自立運用
目安：2ヶ月

⑤Action（ｼﾅﾘｵﾌｫｰｷｬｽﾄ）
・改善シナリオの検討
・シナリオフごとの予測

⑥PDCAの継続
・自立して運用へ

Scale Modelを導入しても運用できなければ意味がありません。実践型研修プログラムとコンサルティングに
よって、Scale Modelを社内で運用できて、そして、成果を出していくための仕組み化を支援します。

01 導入01 導入 02 運用02 運用 04 成果04 成果03 定着03 定着



01 科学的経営を可能にする

マネジメントメソッド

02 組織の実行力を高める

実践型研修プログラム

03 マネジメントを可視化する

クラウドシステム

02 組織の実行力を高める

実践型研修プログラム

Scale Modelのメソッドを集約した約130ページにわたる体系化された研修テキストをベースに、貴社のビジネス
モデルや状況に応じたコンサルティングによりカスタマイズして提供する、実践型の研修プログラムです。



01 科学的経営を可能にする

マネジメントメソッド

02 組織の実行力を高める

実践型研修プログラム

03 マネジメントを可視化する

クラウドシステム

03 マネジメントを可視化する

クラウドシステム

ダッシュボード機能
重要なKPIや異常なKPIを自動判定して、ダッシュボード上にグラフ化し
て表示します。

KPIツリー機能
KPIツリーをロジックツリー化して、部門横断的にKPI間の関係性を一覧
して見やすく可視化します。

事業計画機能
KPIの計画を立てることでPLやCFが自動作成されます。また、計画達成に
必要な各KPIの目標値が可視化されます。

比較機能
事業ごとや部門ごとの比較、計画と実績との比較が容易にでき、どこに問
題があるのかをわかりやすくします。

シナリオフォーキャスト機能
複数のシナリオごとの計画、実績に応じた修正計画、改善策ごとの予測が
容易につくれて比較できます。

Scale Modelによる戦略からPDCAまでの一連のメソッドを、クラウドシステムによって一元管理・共有し、組
織全体で効果的なマネジメントをしやすくします。



Case

導入事例



01 株式会社 i-plug
代表取締役 中野 智哉

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

02 株式会社 レスタス
代表取締役 大脇 晋

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

03 株式会社 ネットオン
代表取締役 木嶋 諭

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

01 株式会社 i-plug
代表取締役 中野 智哉

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

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。

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。



01 株式会社 i-plug
代表取締役 中野 智哉

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

02 株式会社 レスタス
代表取締役 大脇 晋

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

03 株式会社 ネットオン
代表取締役 木嶋 諭

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

02 株式会社 レスタス
代表取締役 大脇 晋

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

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。

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。



01 株式会社 i-plug
代表取締役 中野 智哉

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

02 株式会社 レスタス
代表取締役 大脇 晋

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

03 株式会社 ネットオン
代表取締役 木嶋 諭

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

03 株式会社 ネットオン
代表取締役 木嶋 諭

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

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。

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。



Other

その他



01 料金

02 スケジュール

03 お問い合わせ

01 料金

組織マネジメントプログラム「Scale Model」の料金

01 科学的経営を可能にする

マネジメントメソッド

01 科学的経営を可能にする

マネジメントメソッド

02 組織の実行力を高める

実践型研修プログラム

02 組織の実行力を高める

実践型研修プログラム

03 マネジメントを可視化する

クラウドシステム

03 マネジメントを可視化する

クラウドシステム× ×

100万円（税抜）

マネジメントメソッドの導入、自社で運用できるようになるための実践型研修プログラムと
コンサルティング、導入・運用を支援するクラウドシステムの利用、すべて込みの料金です。

※１ プログラム実施期間
おおよそ3ヶ月から6ヶ月間で、計15時間から20時間の実践型研修及びコンサルティングを行います。
具体的なスケジュールはお客様のご都合に合わせて柔軟に対応可能です。
なお、プログラム終了後の継続フォローも可能です（別途料金を頂戴しております）。

※２ プログラム対象人数
最大３名までとなります。
追加の場合、1人あたり20万円（税別）を頂戴しております。

※３ クラウドシステム使用料
プログラム実施期間の使用料は料金に含まれます。
プログラム終了後の継続利用については別途料金を頂戴しております。



01 料金

02 スケジュール

03 お問い合わせ

02 スケジュール

Scale Modelの導入スケジュール

１ 個別の相談やプログラムのデモを初回無料で行います。
２ オンラインでもオフラインでも可能です。
３ ご希望の日時をメールまたは電話でご連絡ください。

01 相談01 相談

02 見積02 見積

04 開始04 開始

03 契約03 契約

１ 見積書をご提出します。

１ NDAを含む契約書を締結します。
２ 締結後、プログラム実施の日程調整をします。
３ 契約までに料金が発生することはないのでご安心ください。

１ プログラムの実施はオンラインでもオフラインでも可能です。
２ プログラムの進行スピードは貴社の状況に応じて調整可能です。



01 料金

02 スケジュール

03 お問い合わせ03 お問い合わせ

会社概要とお問合せ先

株式会社ビーワンカレッジ01 会社名01 会社名

02 所在地02 所在地

04 メール04 メール

03 電話03 電話

東京オフィス 東京都港区三田2-14-5
大阪オフィス 大阪市北区西天満2-6-8

03-6275-1771（受付時間：平日9時から18時）

info@beonecollege.co.jp（24時間受付中）

無料個別相談や無料デモンストレーション（オンラインでもオフラインでも可能）、
見積書の作成など、お気軽に電話またはメールにて、担当:福田までご連絡ください。


