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経営の見える化の必要性がますます高まっている。以前は情報共有や効率化に重
点が置かれていたが、最近では迅速にアクションを起こし成果を確実に享受するこ
とに重点が置かれている。また、昨今の環境変化に対応するために導入を検討して
いる企業が多く、短期間で実現することを要件に挙げる企業が増えている。しかし、
見える化はその対象を決定する段階でさえ合意を形成することが難しく、検討期間
が長引くことが多い。そこで、富士通総研（FRI）では短期間かつ成果につながる見
える化の検討方法として2つの手法を導入した。1つはビジネスの成果と業務・IT施
策のつながりを明確にしながら検討するリザルトチェーンを使った手法であり、も
う1つは業務改善にテンプレートを適用する手法である。本稿では、まず「見える化」
の問題点を明らかにし、次に製販ともにグローバルに展開している企業での実施事
例と問題点解決のために適用した2つの手法とその効果を紹介する。
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ま　え　が　き

ニューヨークの金融危機に端を発した経済危機
は企業に様々な課題を課している。その一つが経
営情報の見える化である。見える化は企業が目指
す姿に対する位置付けや状態を知る（測る）ために
必要なものであり、これまでは何を見えるようにす
るかが大きな関心事項であった。しかしながら、現
在では乱気流の中で企業経営を舵取りしているよ
うな状態で、見えるだけでは不十分であり如何に素
早く対応し成果を享受するかが求められている。

FRIではこのような状況に対し、「成果をもたら
す」ことと「短期間で実施する」ことに焦点を当てて
見える化の企画に2つの手法を導入した。本稿では、
最初に従来の見える化の企画における問題点を説
明し、次にその課題に取り組んだ企業の事例と、
実際に適用した手法の特徴を紹介する。
なお、「見える化」というとその対象は広いが、
本稿では「経営情報」として財務・管理会計指標と
業務指標（オペレーション指標）を対象としている。

見える化のポイントと問題点

まず最初に、見える化を企画する上でのポイン
トと従来の企画の問題点を整理する。
●	 見える化を企画する上でのポイント
見える化の1つ目のポイントは、対象となるデー

タを決定することである。しかし、実際にはその
対象が決まらないケースが多い。理由として以下
の点を挙げることができる。
・「見える化」という手段から入っており目的が曖昧
・経営情報の対象や手法が高度化し検討範囲が広い
・「見たい」、「見るべき」、「見られる」が混在してお
り整理できない
2つ目のポイントは、データを実際に取得する

方法を設計することである。必要なデータをタイ
ムリーに取得するためには、単に情報システムを
導入すれば良いというわけではなく、現場（情報の
発生元）での入力の単位や頻度の見直しから承認や
チェックのプロセスの改善が必要となる。特に財
務・管理会計を対象にした場合、経費系の申請業
務が大幅に増加することが多く、業務の効率化が
不可欠となる。例えば製品別損益を新たに把握す

る場合、これまで製品群で申請していたデータを
製品明細レベルに変更する必要があり業務量が増
加する。また、月末に集中していた事務処理を日
次処理に変更する必要がある。月末に業務が集中
している状態では日々の見える化に役立てること
ができず、また、月次での損益算出にも時間がか
かる。
●	 従来の見える化の企画の問題点

1つ目のポイントである対象データの決定に対し
ては、見える化の対象データに対する関係者のニー
ズを整理し、その後データ取得の実現可能性を検
証するといったアプローチが一般的となっている。
しかし、このアプローチは、対象データが関係者
のニーズの最大公約数あるいは最小公倍数となる
ことが多く、実現可能性の検証段階でデータの取
得が困難なものを避けるため導入しやすい範囲か
ら導入し、徐々に対象を広げていくという結論に
なることが多い。従来であればこうした段階的な
導入を採用する企業も多かったが、実際に活用で
きるようになるまでに長い時間がかかり、また、
本当に必要なデータが後回しになることがある。

2つ目のポイントである申請業務の再設計では、
一つ一つを対象に業務改善を実施することになる
が、長い時間とリソースが必要となる。
このように従来の見える化の企画は比較的長い
検討期間が必要でありかつ成果を挙げることに直
接的に結びつきにくい。また、少しの対応の遅れ
が企業存続の致命傷になることがある現在の環境
下では、長い時間を投じて企画を行うこと自体が
リスクとなっている。

製造業A社の事例紹介

こうした中で、A社はFRIが提案した手法により、
通常は6ヶ月以上必要とする規模であるにも関わら
ず半分の3ヶ月で企画を行い、わずか1年間という
短期間で本体の会計基盤の再構築とグローバルで
の見える化を実現した。本章ではA社での見える化
プロジェクトの概要を紹介し、次章で短期間で企
画を成功させた2つの手法について紹介する。
●	 見える化プロジェクトの背景

A社は、海外での売上が大半を占める、家電製品
を中心としたグローバル製造企業である。
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プロジェクトは、経営層の「決算情報が遅く、決
算が出てから対応しても手遅れ」、「グローバルで
の意思決定に必要な情報が見えない」という問題意
識からスタートとなった。具体的な見える化の対
象や方法は決まっていなかったが、富士通グルー
プの実績とFRIが提案した短期間で企画を実施す
る手法を評価いただき、当該プロジェクトを支援
させて頂くこととなった。
●	 見える化プロジェクト（企画フェーズ）で定義
した狙いと施策の概要

【狙い】
・グループ企業の損益分析による戦略の高度化
・日次での実績把握による迅速な打ち手の実現
・決算早期化
・（上述の実現に向け現場での明細入力や即時処理
を可能にする）ビジネススタイルの変革

【主な施策】
業務：経営情報の定義とPDCAサイクルの設計、
源流データの明細粒度の見直し、ルール・科目・コー
ド・用語の整理、日次処理のための業務改革・改善
システム：グループ経営情報システムの導入、
会計系システムの再構築（連結システム、本体の会

計ERP・経費系ワークフロー等）、グローバルでの
データ収集・コード変換
これらの施策に取り組み、A社は1年間という短
い期間で、グローバルでの決算の早期化・月次損
益分析、日次での受注や在庫情報の見える化を実
現した。

リザルトチェーンによるアプローチ

見える化の企画にあたり、当初は関係者のニー
ズを整理し実現性を検証する一般的な進め方（図-1
左）を提案した。環境分析等の段階を踏んで検討す
ることで、見える化に対する理解が深まり、関係
者のニーズをすべて反映したあるべき姿（理想像）
を描くことができるからである。しかし、前章で
述べた通りこの方法では企画に長い時間が必要と
なる。A社では現在直面している状況に如何に早く
対応するかを強い与件としており、そこでFRIが
提案したのが本章で紹介するリザルトチェーン手
法である。A社の企画フェーズにおいては、対象
データの決定や、活用施策、実現に向けた前提（業
務改革・改善策）の抽出に本手法を活用した。

施策により実現する中間成果

ビジネス上の最終成果

成果をもたらす活動（業務・IT施策）
与件、条件、リスク
因果関係

①環境分析や
事業目標の確認

指標やテンプレート
の参考提示
・経営指標と展開
ツリー

・KPI一覧、等
－経営情報の対象データ決定
－施策を再分類し、取り組みテーマと
して定義

経営管理のトレンド、
テーマの参考提示
・事業管理のパターン、
採算管理の種類

・各種ツール（ABC、
KPIやBSC）、等

①リザルトチェーンによるビジネス成果
から業務・IT施策までの明確化

②リザルトチェーンからの抽出

一般的な進め方（３ヶ月）
①→②→③→④

一般的な進め方（３ヶ月）
①→②→③→④

一般的な進め方（３ヶ月）
①→②→③→④

リザルトチェーンによる検討（1.5ヶ月）
①→②

リザルトチェーンによる検討（1.5ヶ月）
①→②

リザルトチェーンによる検討（1.5ヶ月）
①→②

（トップダウン）

②現状把握、
問題点の構造化

（ボトムアップ）

③経営管理の
あるべき姿
検討

④課題・施策
の抽出

図-1 経営情報の決定と取り組みテーマ定義の方法

コンサルタント論文集20091016.indb   96 2009/11/05   18:57:24



FRIコンサルティング最前線. Vol.2, （2010） 97

経営情報の見える化　～短期間で成果につなげるアプローチ～

●	 リザルトチェーン手法
リザルトチェーン手法とは、「ビジネスの最終的
な成果に焦点を当てて必要な施策の全体像を洗い
出す手法」である。システムを導入する際、企業
はシステム導入自体が目的ではなく、そのことが
最終的にビジネスにもたらす成果を実現すること
を目的としている。このとき、システムとビジネ
スの成果の間に埋めなければならない業務施策や
ルール変更等あり、成果実現へのロードマップを
明確にしたものがリザルトチェーンである。
リザルトチェーンは、ITの提供する機能が業務
プロセス・人・組織にどう影響を与え、それにより
ビジネスの最終成果にどうつなげていくかを、4種
類の点（中間成果、施策、前提条件、最終成果）と
線（因果関係）で記述（モデリング）することで作成
する。従来の方法に比べ、成果に焦点を当て誰も
がわかりやすい方法で検討を進めることができる
（図-1右、図-2）。
リザルトチェーンはFRIの業務改革で活用して
いる手法であるが、見える化での適用にあたり、
中間成果を「見える化の対象データと頻度」と「デー
タを活用することで実現する成果」に分類し、施策
を「データの活用策」、前提条件を「データを取得す
るための業務改革」としてモデリングを行った。こ
れにより、通常は「見れると良い」、「見るのが難し
い」といった議論になりがちだが、成果と必要な
施策を明確にしながら検討を進めることができる。
なお、リザルトチェーンの他事例への適用は参考
文献（2）を参照いただきたい。
リザルトチェーンにより次の効果が期待できる。

・見える化が成果をもたらすために、対象企業とし

て必要な施策や前提を抽出することができる。
・成果から施策までのセット（線のつながり）に基づ
き、成果の大きさ・実現可能性等を総合的に判断
して経営情報の対象を決定できる。

・従来の方法と比べ、短期間で関係者の合意を形成
することができる。
●	 A社での適用状況と効果
問題意識として「見える化」、「決算早期化」の

キーワードが提示されていたため、そこから具体
的な目的や見える化の対象データ、業務・IT施策
を抽出するに当たり、リザルトチェーンを作成・
検討した。
手順として、手法習得のための半日の演習、週

1日×4回（「見える化」で2回、「決算早期化」で2回）
の検討（モデリング）を実施した。対象範囲が広範
囲であるため、参加者は各事業部門の管理部の他、
全社の経理部、情報システム部が毎回必須であった。
なお、モデリングの参加者に問題意識が偏るの
を防ぐため、メンバはリザルトチェーンのカード
を事前に記載してくることとし、FRIは過去の実
績から、経営管理を中心にした検討のチェックリ
スト（観点）と、見える化で課題となる一般的なカー
ド（例えば、コード統一変換）を用意しておいた。
【効果】
・当初は月次損益算出の迅速化と効率化に焦点が当
たっていたが、ビジネス成果につなげるという視
点から日次でのグローバルなオペレーションま
で検討が展開した。

・管理会計では按分計算を多様しており現場にわか
りにくいものであったが、改善活動につなげると
いう視点から現場で直感的にわかりやすいデー
タ項目への変更につながった。

・ビジネス成果と施策、また施策間の関係を明確に
することで、全体の整合性を考慮しつつ優先順位
を決定することができた。

・リザルトチェーン作成時には前述の関係者が一同
に介する必要があったが、通常3ヶ月程度かかる
構想立案を半分の期間に圧縮した（図-3）。

業務設計へのアプローチ

次に、見える化の後半で業務設計を効率化した
アプローチを紹介する。

○○
システム
導入

ビジネス
成果

意思決定

：中間成果、最終成果

：施策、前提条件

：因果関係

が迅速化
売上、コスト
の明細が
わかる

多角的
分析が可能

目標と
評価軸の
設定

分析軸
設定

図-2 リザルトチェーンのイメージ
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●	 経費系の申請業務へのテンプレートの適用
FRIでは過去の業務改善の実績から、処理のパ
ターン毎に改善策を定型化したテンプレートを準
備している。このテンプレートに従い検討を進め
ることで、短期間で最適な業務設計が可能となっ
ている。
このテンプレートの開発に当たり、次のような
改善方針を組み込んでいる。
・入力・申請業務の業務改善：発生時点・場所での
即時処理、簡素化と標準化（重複入力の排除、慣
習的な内部牽制の廃止、不要な紙伝票の廃止）、
入力を間違えないためのマスタ活用や自動処理。

・プロセス・データの整流化：収集から集計、活用
までの業務を定型化し、手作業を排除する。

・内部統制への対応：財務会計に関係しない項目も
あるが、業務の標準化にあたり内部統制の要件を
原則適用する。
改善パターンは、システム上に既にデータがあ
る場合やシステム上にデータが一部ある場合、紙
伝票を電子化可能な場合（証憑有無）等の組み合せ
により5種類を用意している。また、ワークシー
トとして申請業務の種類を洗い出し、現状・ある
べき姿での入力数、適用する改善パターンにより
効果を算出することができるものを用意している
（図-4）。
●	 A社での適用状況と効果
業務設計では、本稿で紹介したワークシートを
使い、A社のメンバにて検討することになった。
【効果】
・業務毎の入力データの増加率や月末処理の集中度

の把握により、具体記な数値に基づき業務改善の
優先度を検討することが可能となった。

・業務改革・改善パターンの適用検討により、現状
業務とのギャップが明らかになった。

・通常、3ヶ月程度かかる実行計画策定を半分の期
間に圧縮した（図-3）。

む　　す　　び

本稿では、成果につなげる経営情報の見える化を
短期間で実現するためのポイントを紹介した。1つ
はビジネス上の成果を実現するため、成果から業務・
IT施策までのつがなりを明確化し検討することで
経営情報の決定と取り組むべきテーマを抽出する
ことであり、もう1つはタイムリーにデータを取得
するための業務設計が重要であるということであっ
た。このことは、単に見える化のためにシステムを
導入するだけでは成果につながらず、業務の改革・
改善が重要であることを示唆している。この考え方
は、これから見える化を導入する企業にとって、広
く参考になると考えている。

通常

当該
事例

構想
立案

実行
計画

要件
定義 開発 テスト

約6ヶ月

約3ヶ月

企画フェーズ 開発フェーズ

1-1

1-2
2-1

2-2
1-1 リザルトチェーン
1-2 取組テーマの定義
2-1 テーマ毎の詳細化
2-2 実行計画策定

図-3 期間の比較
保
存㊞ ㊞㊞ ㊞㊞㊞㊞ ㊞㊞㊞㊞

入力・申請 承認 承認/確認

作成・申請 承認・送付 承認/確認・送付承認/確認・送付 承認/確認/精査承認/確認/精査 照合

取引の妥当性

取引の妥当性 経理処理の妥当性

入力・申請 承認

事後確認/牽制事後確認/牽制

精査

経理処理の妥当性
（特殊なもの、直接牽制が必要な
ものを除く）

2．改善パターンのイメージ（1例）
現状業務

新業務

1．申請業務の洗い出しと改善パターン判定

分類１ 分類２ 処理内容 部署 処理内容 部署 参照元
システム/他

サ
イ
ク
ル

発
生
件
数

明
細
数

金
額
配
賦

伝票タイプ

伝票名No.

総合的注意事項データの発生元起票部門

改
善

パ
タ

ン

伝票の洗い出しと改善パターン判定 優先度のための
効果試算

A

図-4 改善パターン判定の調査シートと改善イメージ例
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