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日本の統計は大雑把で、企業分類の定義が意味をなしていない

企業規模の分類がたった二つで大企業と中小企業（大企業0.3%、中小企業99.7%）

企業を従業員数の規模別で分類すると下のグラフの通り

従業者規模別民営事業所数と従業者数（平成28年）
総務省統計局，経済産業省「経済センサス-活動調査結果」  

緑色の100人以上の企業を中堅企業、大企業として中小企業の対象から外す

橙色の９人以下の企業は組織体をなさない個人業、小規模企業として対象から外す

青色の10～99人の企業を「組織体中小企業」として対象とし、今後のあり方を考察する

「組織体中小企業」は事業所数割合では22%、従業者数割合では半数近い48%を占める

大半の中小企業経営はトントン自転車操業。軍資金の捻出がままならず改革が進まない。

現有の経営資源（ヒト・モノ・カネ・情報・時間など）で、今、出来ることから改革に着手する。

ＡＩ、ＩｏＴ、ロボットなど第４次産業革命の先端技術は横に置いて「弱者の戦略」を考える。

ＰＣは社員１人１台の情報化時代。

ＰＣはデスクワークの主役サポートツールですが

有効に活用されていないのが現実。

・勝手に個人所有物になり、お宝データが眠る

・ファイル管理ができず、探し物は迷路ゲーム

▼ＰＣ有効活用の支援ツール化

・標準化マニュアルの策定（機能と作業手順）

・関数、マクロでデスクワークのエクセル自動化

・ＰＣ活用マイクロソフトオフィス研修制度の実施

組織体中小企業の働き方改革と生産性向上戦略

デスクワークの基本にメスを入れる
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単位：1000社 単位：1000人

総数 5,312,000事業所 総従業者数 56,873,000人
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組織体中小企業従業者数 27,298,000人

手始めの一手は、定型業務の標準化・自動化

眠れるお宝、現有ＰＣ（パソコン）の有効活用

機能 標準化 ２Ｓ 整理整頓

・共有サーバで見える化

・アプリなど装備の標準化

・探すムダの徹底排除

・フォルダ、ファイル管理

定型業務のエクセル標準化＆自動化

各種書式の標準化 エクセル自動化

共有見える化、協調共同作業ＰＣ環境の構築

スマートホン

タブレット

ＰＣ

パソコン

サーバ共有

見える化

能力開発

目標管理

勤怠管理

賃金計算

販売管理

生産性向上

組織体中小企業

組織体中小企業



昨対労働時間の２割短縮

上グラフの１人当り年間労働時間2,300時間が２割短縮できたら、ほぼ残業はなくなる。

そのうちの１割を主要課業に充てれば、生産性は１割向上する計算になる。

例えば営業職の場合、顧問先で外勤と内勤の割合を計算したら４：６になった。

外勤は主要課業、内勤は従属＆協調課業とすると、

右のグラフで表わせる。

従属課業を標準化、自動化し

合理化策を実施すれば、

主要課業が６割は当然であり、

その分、生産性に貢献できる。

「日々ロク」の時間記録習慣で

必ず生産性は向上する。

やった仕事の種類・時間・成果を記録する

データ分析で労働時間を短縮し生産性向上を図る自己管理能力開発システム

日々ロクとは、毎日の業務記録

できる会社の JOB-DAP 

仕事を職務の三課業で分類し

新たな価値を創出する変革職務

カイゼン工夫で未来収益源創出

多能職工化で職務範囲の拡大

10%～20%で融通ワークシェア

職種別の専門技術職務

生産性に直接貢献する
60%～80%で最適化を図る

品質と処理速度で能力評価

主要課業の支援職務

前準備、後片付、事務処理など

定型職務は自動化・ＩＴ化で短縮

チーム共通職務は分担専任化

10%～20%で可能な限り短縮する

人材能力だけに頼らず

設備投資による

高生産性、省力化を図る

グラフは一例
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デスクワークの標準化・自動化で
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増加させて生産性は向上する

主要課業, 
920

主要課業, 1,380

従属課業, 1,150

従属課業, 
690

協調課業, 
230

協調課業, 
230

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

対策前 対策後



JOB-DAP System　(Job Description & Action Plan System)

ジョブディスクリプションとは職務記述書のこと

アクションプランとは目標管理文書(MBO-S)のこと

職務記述書では職務三課業で明細を具体化する

目標管理文書ではバランススコアカード(BSC)で

四つの視点毎に重要指標を決めて目標管理する

右のグラフが重要指標の目標と実績の予実

達成率を表わしポイント評価で向上を促す

最重要指標は時間当り生産性であり

下のグラフで結果のＫＧＩとして表される

右は「日々ロク」の分析グラフ例

営業チームの個人別アクションプラン

財務指標分析

売上高－外注仕入＝付加価値額

目的は付加価値額を高める策

いかに売上成長性を高めるか

いかに外注仕入を低く抑えるか

月次決算ごとに課題を見つけ

翌月に解決するピストン習慣化

Balanced Score Card （ＢＳＣ）
参照サイト→

バランススコアカードの重要指標で

目標と実績の予実達成率を表わす

ＢＳＣの４つの視点評価

・財務の視点

・顧客の視点

・業務プロセスの視点

・人材と変革の視点

財務だけに偏らない、総合能力を

公平に数値で定量評価する

人事考課に有効なデータである

目的は生産性向上による利益の最大化
記録したデータは自動分析される

http://www.s-naga.jp/k-page/14bsc.html

http://www.s-naga.jp/k-page/14bsc.html


日々の職務記録データから、毎月末に１ヶ月分のデータを抽出し、下のシートに集計挿入。

従来は日報とアクションプランが別々に作られていたため、集計に時間を浪費していた。

記録データから重要事項だけを抜粋して時系列に日報シートが作られる

日報を印刷して上司に報告することなく、共有サーバで見える化し、いつでも閲覧可能

オフィス365を使えば、場所を選ばずクラウド上で閲覧でき、共同作業も可能になる

ＡＰＳ（アクションプランシート）目標管理文書

月次集計はマクロで一瞬自動集計処理

主要課業はバランススコアカードの４視点（財務・顧客・業務・人材）で集計し予実達成率評価

達成率70%以下は×評価

このサンプルでは協調課業が悪く３指標で×。未来志向力の評価は低い

労働時間は目標より実績が低いと、時間短縮への貢献度が評価される



日報、つまり遂行業務を記録するだけで、自動集計・分析・評価する能力開発システム

Microsoft Excel VBAマクロで煩雑な業務データを自動処理し成長性を目標管理する

エクセルマクロシステム

分析評価グラフの考察

３つのフレームワークの問題解決で能力開発

遂行職務を報告しない悪習を放置しない

記録なくして分析なし、評価なくして成長なし

日報閲覧示唆指導

年月日（曜）昇順日報表示

・職務三課業のタスク明細

・遂行時間（開始・終了）

・情報メモ（特記事項）

アクションプラン

重要指標の予実目標管理

・月次目標：実績集計

・年次目標：実績集計

・予実達成率ポイント評価

分析評価グラフ

グラフで評価「見える化」

・職務三課業別労働時間

・月次重要指標達成率

・時間当り生産性

記録なくして分析なし

分析なくして評価なし

評価なくして成長なし

自動集計・自動作成・自動分析評価

職務三課業 ５つの力 バランス バランススコアカード

●主要課業(60%～80%)

・職種別の専門技能を活かす

・生産性に直接的に貢献する

●従属課業(10%～20%)

・主要課業の準備、片付、事務処

理

・定型業務の自動化、作業分担

●協調課業(10%～20%)

・新たな価値を創出する変革課

持続成長への５Powerバランス

・開発力 次世代への研究開発

・開拓力 営業販促で顧客開拓

・技能力 競合との差異化差別

化

・生産力 品質、納期、価格優位

性

・収益力 成長可能な営業利益

率

ＢＳＣの４視点フレームワーク

なぜなぜ４回の４段活用論理思

考

なぜ収益が上がらない？、なぜ

顧客が増えない？、なぜ生産性

が向上できない？、なぜ人が育

たない？

・財務の視点 収益向上性

・顧客の視点 顧客の創造

開発力が低いと未来収益力の低下

が予想されるので注意する。

現在は生産力により収益力が保た

れている。営業力の強化により

60%

68%

20%

28%

20%

4%
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主要課業実績
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協調課業実績

職務３課業比率

120%

105%

110%

89%

130%

95%

105%

75%
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財務目標

財務実績

顧客目標

顧客実績

業務目標

業務実績

人材目標

人材実績

ＢＳＣ達成率

主要課業比率が高いので、収益性に

貢献しているが、従属課業が多いこと

は問題。非生産時間を減らす、標準化

自動化を進めたい。協調課業は未来

全ての視点で目標に対し実績が下回

っている。目標設定が高すぎたか？

顧客実績の低さが気にかかる。営業部

の強化対策を図りたい。人材の確保と



● 最重要指標は時間当り生産性であり、真の企業実力である

時間当り生産性を３０％上げれば、利益率も連動して同程度、稼ぎ出すことができる

時間当り生産性は企業の最重要指標。組織人材の実力（能力）を表わしている

付加価値額 　←生産性貢献職務に集中し、非生産性職務を合理化する

労働時間 　←ムダな作業を排し定型職務を自動化し、時間を有効活用

財務分析は現代経営の最重要事項。以下の表で試算してみましょう。

生産性向上策により売上高を３０％アップさせるときの財務の数値です。
↓白太枠内を上書きして試して下さい（橙色セル入力禁止）

科目 現在100% 未来130% 備考

a 時間生産性 5,000 6,500 a=d÷j

b 売上高 100,000,000 130,000,000

c 外注仕入 20,000,000 26,000,000 売上構成比率計算

d 付加価値額 80,000,000 104,000,000 d=b-c

e 固定費 80,000,000 80,000,000 販管費は変わらず

f 営業利益 0 24,000,000 f=d-e

g 従業員数 8 8 役員も含む

h 労働時間/人 2,000 2,000 １人当り年間労働時間

j 総労働時間 16,000 16,000 役員も含む

k 労働分配率 50% 50% 40%～65% 業種で異なる

人件費 40,000,000 52,000,000 可能配分域

m 平均年俸 5,000,000 6,500,000 可能配分域

※労働分配率から成果型賃金を割り出す公平な制度改革を！

日本人の実力を活かせば、150%向上は可能領域です

● ５割以上 生産性を高め、先進諸国との差を埋める策は盛り沢山

生産性は設備生産性と労働生産性の２つに大別される

労働生産性に関しては、時間観念に関する人材の意識が低い 太枠内上書き↓

職務を三課業に分けて、技能力向上と時間の効率化を図る 効率化目標

主要課業 専門技能力 能力開発による品質と生産性の向上 5%
従属課業 人間関係力 定型業務の標準化、自動化、担当専任化 10%
協調課業 問題解決力 多能職・多能工による繁閑ワークシェアなど 5%

働き方改革による効率化 テレワーク、フレックスタイム、残業規制を含むルール改正 5%
カイゼン提案による効率化 トータルリードタイム短縮のために現場主義で研修・実践 5%
高能力・自動化・省力化 国の助成金制度と低金利を活かした前向きな設備投資 20%

実現可能な効率化目標 50%

時間当り生産性＝

職務三課業

営業利益, 0

営業利益, 
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固定費, 
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固定費, 
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● 収益を上げる組織活動は労働時間の最適化にある（働き方改革）
（専門技能力×人数×労働時間）を部門別・職種別にバランスを取り最適化する

設問に関して、太枠内に半角数値で上書き↓して下さい

1 年間休日は何日ですか 111 日　※土日祝祭日は年間120日です

2 年間有給休暇は平均何日ですか 9 日

3 一日の所定労働時間は何時間ですか 8.0 時間　※週40時間（＝5日×8時間）

4 一日平均何時間、残業しますか 1.5 時間

5 役員を含む総従業員数は何人ですか 28 人

年間勤務日数は右の通り 245 日です

１人当り年間労働時間は右の通り 1,960 時間（残業なし）

2,328 時間（残業を含む）

総従業員の労働時間は右の通り 65,170 時間（残業を含む）

全体最適の時間と人材配分 ↓太枠セルに上書きして試算してください

部門 経営課題 専門技能 時間比率 労働時間 人材数

営業 顧客の創造 顧客開拓力・販売促進力 10% 6,517 2.8

研究開発 製品の創出 市場調査力・研究開発力 5% 3,259 1.4

生産 顧客満足 生産技能力・品質向上力 70% 45,619 19.6

人事 人材育成 人材確保力・人材育成力 5% 3,259 1.4

管理 収益の向上 分析力・変革力・成長力 10% 6,517 2.8

上の数値は製造業の一例です

最低２０人規模で責任専門職を配置できますが、兼任も含めて最適化して下さい

小規模企業など部門効率が悪くなる組織は、正規、非正規の配分で最適化して下さい

バランスが悪いと人件費が嵩み、極端に収益性が落ちます
部門、職種により比率は異なる

部分最適の職務三課業による個人の時間配分 上書き入力して下さい↓ 残業含む

職務三課業 内容　※働き方改革により労働時間短縮に努める 時間比率 月当り時間

職種別の専門技術を活かす生産性責任課業
能力開発への向上心で品質と生産性を高める努力が求められる

作業マニュアル整備、ロボットなど設備投資で省力化に努める

主要課業の前準備、後片付、処理雑務の分担課業
自利利他の良好な人間関係を築くコミュニケーション・リーダーシップ力

ムダ・ムリ・ムラの３Ｍ撲滅とＩＴ自動化、書類標準化、職務分担専任化

未来への新たな価値を創出する変革挑戦課業
カイゼン提案、プロジェクト参加、多能職ワークシェアなどへの協調

忙中閑を造り、未来成長の原動力となる挑戦力を評価する

可能な限り、主要課業の比率を高めたい。しかし、従属課業、協調課業を疎かにすると

人間関係力、問題解決力が機能しなくなり、返って組織効率が悪くなるので注意したい

※職務三課業は長山式ジョブディスクリプション（職務記述書）のフレームワークです

● 目標管理で成長を図る、できる会社の「日々ロク」シリーズ
職種別に順次製品化していきます

組織の大多数を占め、収益性に直接連動する部門から導入して下さい

1 できる営業の日々ロク 法人営業職・セールス・店頭販売職・接客サービス職など

2 できる専門技の日々ロク 製造職・加工職・技術職・制作職・施工職・作業職・調理職など

3 できる事務屋の日々ロク 総務、経理、人事、管理、一般事務職など

4 できる管理者の日々ロク 41 営業管理職。実務と管理を兼ねるプレイングマネジャー

42 専門技管理職。実務と管理を兼ねるプレイングマネジャー

43 事務管理職。実務と管理を兼ねるプレイングマネジャー

5 できるワンマンの日々ロク（番外編）　自営業、小規模企業、士業、フリーランスなど

5.は、小規模企業トップの自己分析、自己管理で持続成長を図るスグレモノです
「日々ロク」シリーズの電子出版サイト→

主要課業
専門技術力

従属課業
人間関係力

協調課業
問題解決力

70% 135.8

15% 29.1

15% 29.1

http://www.s-naga.jp/hibiroku.html

http://www.s-naga.jp/hibiroku.html


● スピーディにカンタンに操作しやすい入力画面の設計

基本操作は「数字入力」と「Enterキー」で入力セル移動するシンプル連続作業です

入力操作が終わったら「職務記録の保存」ボタンを押すとデータシートに保存します

１日の職務記録は５～１０分でスピーディに完了します

● システムファイルは基本８枚のシートで構成しマクロで制御しています

入力画面一例

●職務内容はcode番号を入力すると、職務名変換されます

●年月日は自動表示

●ボタンを押すと、入力情報をデータシートに保存

●月末に１ヶ月の職務データを抽出して集計し

アクションプランシートに送出して分析します

●情報メモだけは文章入力

備忘録として日報に残します

●初期設定

・解説シートでシステム概要説明しながら初期設定します

入力画面

データ

解説 マスタ

日 報 抽 出

ＡＰＳ

分 析

●入力画面シート

・遂行職務の種類、時間、成果を入力します

・入力セル以外は、操作ミス破壊防止保護しています

●データシート

●日報シート

・時系列で職務データを閲覧できます

●抽出シート

・月別のデータを抽出します

●ＡＰＳシート

・アクションプラン月次目標管理

・月次業務報告書が付属

●分析シート



● できるワンマンの日々ロク　一例解説表示

匠ワザ、士業、自営、小規模など、小さくても成功する人はいる

ワンマンはOne Man、自分を信じて、一人力を前向きに鍛え上げる

日々の活動を記録、分析、目標管理しながら、ゴールを目指す

１００年計画 七転び八起きは当り前の信念で、健康第一で大器晩成の道を創る

OneMan六ヶ条 1.仕事が趣味なら、普段は人の二倍働き、休みは心をリフレッシュする

2.「売り手よし、買い手よし、世間よし」を信念として、社会の信頼を得ること

3.ランチェスターの弱者の法則に徹し、コトラーのニッチ戦略を実行する

4.仕入は安く、売値は高い、高付加価値ビジネスを考案して利益を蓄積する

5.鬼は外、客も外、外へ出ないと客に会えない獲得できない、福は内に来ない

6.健康第一で生涯現役を掲げれば、長い人生を有意義に全うできる

● １００年持続成長へのバランス経営

人生１００年時代を迎えると、企業経営も１００年持続成長が使命になります。

１００年長寿企業は残念ながら統計では、わずか１％の確率しかありません。

どうすれば、１００年持続可能な健全経営基盤を構築できるか？

従業員の未来も見据え、次世代への事業継承も含めて深掘り考察したいものです。

リスクマネジメントの観点から、バランス経営の重要指標を設定して客観俯瞰してみましょう。

各項目100点満点で上書きして下さい↓

６つの経営指標 組織体中小企業の定義 評価

1 健全財務力 継承者が喜んで引き継げる負の資産がない自己資本などの将来安全性 76

2 市場開拓力 マーケティングスキル旺盛にニーズを把握し顧客の創造に前向きな営業販促力 75

3 未来開発力 常に５年先のビジョンを見つめてイノベーションを起せる先行投資創出力 28

4 生産技能力 機能・品質・価格・納期で競合差別化を図る設備生産性と労働生産性 82

5 人材活性力 人材の確保と育成をワンセットにした人材活用力と最適な労働力 55

6 経営基盤力 経営指針を核にした内部統制、企業責任（ＣＳＲ）の明文化と周知徹底 68

基本的に財務力が乏しいと、他の全てのパワーが削がれて持続性が危うくなります。

本業の営業利益率が１０％以上確保できないと、１００年持続させることは困難です。

６つの経営指標のバランスを上手に操れる経営者の基本資質は健全財務力です。

年1000万円稼ぐ人は、給与所得者の５％しかいません

とりあえず、初期目標は１千万円！

できるワンマンの JOB-DAP System

貯蓄

年代
30才 40才 50才 60才 70才 80才 90才 100才

500万円

1000万円

1500万円

2000万円

2500万円

貯蓄額

年俸

貯蓄困難期

子育て費用

子供親離れ 健康寿命

年金生活 金融庁の2000万円問題に対処

モーレツ期間
無借金



● バランススコアカード(BSC)で論理思考し、課題解決を図る

財務評価だけに偏った従来の経営管理手法を、顧客、業務、人材など非財務評価を加えて

多角的な指標でバランスを取る、現代経営に適合する論理的な管理手法です。

APS（アクションプラン）は、バランススコアカードの４つの視点フレームワークで構成しています。

「日々ロク」の戦略マップを、４つの視点の経営課題を前提に表わしてみました。

戦略マップの４フレームに重要指標を設定して四段活用で課題解決を論理思考する

BSC-4視点 重要指標 課題と解決へのフレーム展開
売上高

変動費

固定費

利益

受注量

顧客数

営業販促活動

研究開発活動

製造技術活動

総務管理活動

人材確保戦力化

労働時間

時間当り生産性
企業の真の実力→１時間でいくらの成果を上げたか　・成果額は適正か　・時間は正確か
目標管理→・個人が自律管理できているか　・チームの協調意識はあるか　・全体最適度は

人材と変革

変動費圧縮→・購買交渉力の強化　・在庫の不良資産化　・外注の内製化・取引条件最適化

固定費節減→・人件費と労働分配率・残業ルール化・項目別ムダの撲滅・業務活動の見直し

利益の最大化→・粗利率・営業利益率・経常利益率・純利益率・棚卸圧縮・自己資本比率

受注量の増大→・取引顧客増・受注単価アップ・リピート増・返品トラブル減・需要機会ロス

人材確保→・雇用コストの最適化・人材属性より職務能力重視・人材コストと省力化コスト比較
戦力化→・離職率の低減・モチベーションやる気度・能力開発研修・社員満足の人事考課

健康を害さない残業→・ブラック企業とは・残業規制ルール・ダラダラ残業・改正労働法の遵守
労働時間の適正化→・職務別労働時間の測定　・ムダな職務の排除　・繁閑協調ワークシェア

業務プロセス

顧客
総顧客数の増加→・既存顧客数＋新規顧客数－離反顧客数・見込客ターゲティングリスト増加

顧客接触機会増→・テレアポ・新規顧客訪問数・既存顧客訪問数・新規獲得率・既存成約率
販促活動増加→・広告宣伝費・媒体別販促数・集客数・顧客情報取得ターゲティングリスト数

未来収益源→・新製品投入率　・新事業開発率　・新機能追加率　・付加価値向上品投入率
迅速開発手段→・プロジェクト制・アイデア提案制度・カイゼン提案制度・マーケティング精度

品質の向上→・カイゼン提案制度　・現場主義の問題発見　・品質管理体制　・歩留り率
生産性の向上→設備投資率・生産技術の強化・専門技術多能工化・リードタイム短縮率

経営基盤整備→・理念、ビジョン、方針、計画の成文化・マニュアル標準化・ＩＴシステム化
間接部門人材最適化→・職務範囲の明確化・職務記述書の整備・定型作業の標準化自動化

売上成長性→・客数×客単価×リピート率・顧客の値下げ圧力・新製品の投入率・競合過多

財務



● ローテクで安価なエクセルマクロを使って収益性に直結する業務改革を図る

日々ロクは、人材の能力開発と組織の活性化を図る画期的なスマートシステムです

Microsoft Excel ver.2013にて製造（VBAマクロ組込）　サイズ約2MB

経営セミナーを通じて、データ分析の重要性を説いています

お手元のエクセルの関数とマクロを修得するだけで、管理者資質がグーンとアップします

企業風土に合わせたカスタマイズも自由自在、ぜひ、セミナーにご参加ください

経営セミナーで「日々ロク」シリーズの導入方法を指導しています
ホームページハイパーリンク→

経営セミナー　会場 　(株)トライアングルＣ・研修室　Tel.052-684-8521

名古屋市熱田区森後町10-4 あつた園芸ビル2F

講師 戦略を絵に描くＢＳＣ経営コンサルタント　長山伸作　（株）一光社プロ会長

人材育成コンサルタント　渡辺りつ子　(株)トライアングルＣ代表取締役 

日々ロク塾講師　本間中小企業診断士事務所　代表　本間健一

Tel.052-824-0521 （株）一光社プロ　日々ロク係り　長山伸作

出張研修で、それぞれの企業風土に相応しいエクセルマクロシステムを構築します

費用は一日10万円から。出張旅費は別途加算されます。お気軽にお問い合わせください

● 中小企業経営の未来成長をサポートするエクセル電子出版物

３０年近い経営コンサルタント体験を通じて指導用に表わした資料を電子化しました。

制作／戦略を絵に描くＢＳＣ経営コンサルタント　長山伸作

販売代理／株式会社一光社プロ　名古屋市南区赤坪町99-1 Tel.052-824-0521

仕様／マイクロソフトExcel,Powerpoint,ver2013その他

▼インターネット販売電子出版物

1 世界一シンプルな「１ページの経営指針」策定ソフト 11,000 税込

Ａ４版１枚に凝縮したダイジェスト版で周知徹底の究極「入門編」

経営理念・ビジョン・戦略方針・経営計画・行動計画をワンセットで策定

2 未来を創る１２３（戦略→計画→行動）経営計画策定ソフト 11,000 税込

戦略に裏打ちされた経営計画を立てないと絵に描いた餅に帰す

経営計画から行動計画を立て目標管理でゴールを目指す「中級編」

3 二つの書式で能力開発を図る「新時代のJOB-DAP目標管理メソッド」 11,000 税込

ジョブディスクリプション（職務記述書）でムダな業務をなくす職務を具体文章化

アクションプラン（目標管理文書）で仕事と処理量を記録、分析、評価する「戦略編」

4 できる管理者はやらせ上手「管理者育成エクセルソフト」 16,500 税込

企業が抱える最重要経営課題は中間管理者（プレイングマネジャー）の育成です

組織チームのリーダーシップを執り現場力を育てる管理者を育成して下さい

▼ご希望の方に特別販売している電子出版物

2019/12までインターネット限定販売中

5 守って攻めて継続は金「やさしい経営戦略全集」 55,000 税込

はじめに　バランススコアカード理論と経営戦略概論

第１編　変革をよしとする経営戦略基盤を固める

http://www.s-naga.jp/k-30/1p-shishin-book.html

http://www.s-naga.jp/book123plan.html

http://www.s-naga.jp/k-5h-semi/

http://www.s-naga.jp/booklist.html

http://www.s-naga.jp/

http://www.s-naga.jp/k-30/1p-shishin-book.html
http://www.s-naga.jp/book123plan.html
http://www.s-naga.jp/k-5h-semi/
http://www.s-naga.jp/booklist.html
http://www.s-naga.jp/


第２編　１勝９敗の成功確率を高める事業分析と攻めの戦略

第３編　計画と行動を一致させる問題解決アクションプラン

第４編　直ぐ効果が出るエクセルソフト書式

第５編　補足資料　人手不足と働き方改革への対策

▼できる会社の「日々ロク」シリーズ電子出版物 各１編 11,000 税込

テスト販売を始めました。ウェブサイトをご覧ください

ごあんない 業務改革について、参考ウェブサイトへご案内します

ハイパーリンク→ http://www.s-naga.jp/ 経営戦略ラーニングサイト

ハイパーリンク→ http://ppt-web.jp/ 資料制作代行サイト

複製禁止 システム開発者／（株）一光社プロ　長山伸作

お問い合わせ Tel.(052)824-0521
各種マニュアル、企画書、プレゼン資料の作成

制作＆コンサルティング （株）一光社プロ 更新日 2019/10/20

〒457-0024 名古屋市南区赤坪町99-1 Tel.052-824-0521

http://www.s-naga.jp/hibiroku.html

http://www.s-naga.jp/booklist180805.html

http://www.s-naga.jp/
http://ppt-web.jp/
http://www.s-naga.jp/hibiroku.html
http://www.s-naga.jp/booklist180805.html

