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This presentation contains forward-looking statements about the Company’s financial and operating results, which may include expected GAAP and non-GAAP financial and other 
operating and non-operating results, including revenue, net income, earnings per share, operating cash flow growth, operating margin improvement, expected revenue growth, 
expected current remaining performance obligation growth, expected tax rates, stock-based compensation expenses, amortization of purchased intangibles, shares outstanding, 
market growth, environmental, social and governance goals, expected capital allocation, including mergers and acquisitions, capital expenditures and other investments, 
expectations regarding closing contemplated acquisitions and contributions from acquired companies. The achievement or success of the matters covered by such forward-looking 
statements involves risks, uncertainties and assumptions. If any such risks or uncertainties materialize or if any of the assumptions prove incorrect, the Company’s results could 
differ materially from the results expressed or implied by the forward-looking statements it makes. The risks and uncertainties referred to above include those factors discussed in 
Salesforce’s reports filed from time to time with the Securities and Exchange Commission, including, but not limited to: risks associated with our ability to successfully integrate 
Slack Technologies, Inc.’s operations; our ability to realize the anticipated benefits of the Slack Technologies, Inc. transaction; the impact of Slack Technologies, Inc.’s business 
model on our ability to forecast revenue results; disruption from the transaction making it more difficult to maintain business and operational relationships; the impact of, and actions 
we may take in response to, the COVID-19 pandemic, related public health measures and resulting economic downturn and market volatility; our ability to maintain service 
performance and security levels meeting the expectations of our customers, and the resources and costs required to avoid unanticipated downtime and prevent, detect and 
remediate performance degradation and security breaches; 
our ability to secure and costs related to data center capacity and other infrastructure provided by third parties; our reliance on third-party hardware, software and platform 
providers; the effect of evolving domestic and foreign government regulations, including those related to the provision of services on the Internet, those related to accessing the 
Internet, and those addressing data privacy; current and potential litigation involving us or our industry, including litigation involving acquired entities such 
as Tableau; regulatory developments and regulatory investigations involving us or affecting our industry; our ability to successfully introduce new services and product features, 
including any efforts to expand our services beyond the CRM market; the success of our strategy of acquiring or making investments in complementary businesses and strategic 
partnerships; our ability to compete in the market in which we participate; the success of our business strategy and our plan to build our
business; our ability to execute our business plans; our ability to continue to grow unearned revenue and remaining performance obligation; the pace of change and innovation in 
enterprise cloud computing services; the seasonal nature of our sales cycles; our ability to limit customer attrition and costs related to those efforts; the success of our international 
expansion strategy; the demands on our personnel and infrastructure resulting from significant growth in our customer base and operations; our dependency on the development 
and maintenance of the infrastructure of the Internet; our real estate and office facilities strategy and related costs and uncertainties; fluctuations in, and our ability to predict, our 
operating results and cash flows; the variability in our results arising from the accounting for term license revenue products; the performance and fair value of our investments in 
complementary businesses through our strategic investment portfolio; our ability to protect our intellectual property rights; our ability to develop our brands; the valuation of our 
deferred tax assets and the release of related valuation allowances; uncertainties regarding our tax obligations in connection with potential jurisdictional transfers of intellectual 
property; uncertainties regarding the effect of general economic conditions; and risks related to our debt and lease obligations.
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自己紹介

浅田賢 / Ken Asada
株式会社セールスフォース・ドットコム

常務執行役員 Salesforce Ventures 日本代表・パートナー

2020年に入社し、日本・韓国市場におけるベンチャー投資事業を統括。
B2B SaaSスタートアップ、Salesforceコンサルティング・パートナー企
業に対して出資・支援活動を行っている。

略歴

1997年日本IBM システムズ・エンジニア、戦略コンサルタント
2011年インテルインテルキャピタルにて日本市場のベンチャー投資を担当
2019年 NTTドコモ・ベンチャーズに参画し、Managing Director就任
2020年セールスフォース・ドットコム入社



Salesforce
エコシステム

10年超の投資活動
累計400社超・26カ国
で30億ドルの投資実績

広範なSalesforce
エコシステムへの
アクセス

SaaS経営ノウハウ日本市場向けファンド

社内の専門家による
メンタリングと
アドバイス

日本のSaaS市場
発展への

コミットメント

CVC部門
“B2B SaaSベンチャ

ー特化型”

2018年に日本のスタートアップ向けに1億ドルのファンドを設立
〜日本のSaaS市場発展へのコミットメント〜

Salesforce Ventures （セールスフォース・ベンチャーズ）



AI CROSS株式会社
代表取締役社⻑

原⽥ 典⼦（HARADA NORIKO）

Smart Work, Smart Life 

上場でわかった︕ 上場前にしておくべき3つ
の事と上場後に持つべき事業展望
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AI CROSSについて
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原⽥ 典⼦

9

ー Harada Noriko ー

⾃⼰紹介

▶ 幼少期から⾼校まで海外で⽣活することで⽇本をより良くしたい意識が強い

▶ AI CROSS株式会社 代表取締役社⻑

▶ 会社経営と⼦育てを両⽴中

＜略歴＞
福岡県出⾝。

1998年慶應義塾⼤学経済学部卒業。ドイツ系ソフトウェア企業、SAP でテクニカル
コンサルタントとして働いた後、システム開発ベンチャー企業に⼊社。

同社アメリカ法⼈設⽴のため渡⽶。シアトル、サンノゼ、ニューヨークなどでアメリ
カのネットビジネス、ITトレンドの調査及び提携・アライアンス業務などを⾏う。
2015年3⽉より現職となり、設⽴4年の2019年10⽉に東証マザーズへ上場。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
▶Award受賞︓

EY Winning Women、アジア太平洋地域テクノロジーFast 500、
Forbes JAPAN WOMEN AWARD 2021 個⼈部⾨「ReFa 特別賞」等の受賞歴あり

▶メディア出演︓TV「特命︕池上ベンチャーズ」等 多数



会社設立の成り立ち
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事業に込めたわたしの想いとAI CROSS（エーアイ クロス）の概要

企業も、そこで働くヒトも、そして社会も、もっとスマートにできる

アメリカで実現した⼦育てと仕事の両⽴

従業員が最⾼のパフォーマンスを出す
環境づくりが企業の⽣産性向上に
つながると考え、AI CROSSを設⽴

帰国後、当時の⽇本での⼦育てと
仕事の両⽴のしずらさを感じる
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わたしたちのミッション

Smart Work, Smart Life
テクノロジーでビジネススタイルをスマートに

企業で働く各個⼈が最⾼のパフォーマンスを出せるように、

そしてその結果、企業の⽣産性が⾼めることによって、

⽇本の⼈⼝減少の課題解決に貢献したい。



幅広い業界で活⽤される「法⼈向けのSMS
（ショートメッセージサービス）」配信プラット
フォームおよび関連サービス・ソリューションの提供

AI CROSSの事業ご紹介
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＜法⼈向け＞メッセージングサービス

ECサイト・アプリでの
本⼈認証
保険更新や修理・配達
などのご宅訪問時連絡

結構⾝近なSMS

「AIとテクノロジーによる⼈材スキルの可視化と適材適
所活⽤」や、リモートワークなど多様な働き⽅が常識に
なる中で「ビジネス部⾨のチーム⼒＆⽣産性を向上」さ
せるHR領域サービスの提供

＜法⼈向け＞HR関連サービス

採⽤・社内⼈材のヒューマンスキルを

可視化し、戦略的⼈事を促進
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売上高 営業利益

(単位：百万円)

事業年度
2019 2020 2021

第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期

売上高 293 342 374 440 455 435 470 546 634 637

営業利益 47 51 69 21 24 33 49 83 91 83

経常利益 46 50 62 10 24 33 49 82 90 81

当期純利益 31 34 41 17 16 22 35 60 61 221

営業利益率 16.3% 15.2% 18.6% 4.8% 5.4% 7.8% 10.6% 15.2% 14.5% 13.1%

146.3％
前年同

期⽐

売上

＋5.3ポイント
前年
前期
比

営業
利益
率

IPO
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企業の成⻑を⽀える活動の拡⼤とともに売上も順調に拡⼤中

AI CROSSの売上⾼の推移



上場前にしておくべき3つのこと
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組織構成・社内データ管理・サービス訴求

上場前に感じていた3つの課題

バラバラな組織 伝わらないサービス共有されないデータ

「メッセージング」「チャット」
サービス別の事業部制として分け
ていた為、今後の⽬指したい⽅向
性や進め⽅、情報共有もバラバ
ラ。

顧客へのアプローチ履歴や個⼈の
売上データ管理がエクセルや営業
個⼈のローカル保存など、バラバ
ラで属⼈的。

ターゲットとなる顧客に対して
SMSの⽤途がイメージしずらいだ
けでなく、競合サービスとの差別
化も不⼗分。

A社様への紹介、
どうなってるんだ
ろう ︖

SMSで何が
できるんだっ
け︖

皆様
の会
社で

は、いかがでし

ょうか︕︖

❶ 組織 ❸ ブランディング❷ 社内システム
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IPOをマイルストーンとして注⼒するため、事業部別組織から「機能別組織」への改変

『組織課題』に対して実施したこと

経営層

SMS ビジネスチャッ
ト

経営層

営業 開発 管理

事業部制組織

上場前に感じた
メリット

・事業部ごとの柔軟で迅速な意思決定
・マネージャーの責任感が⾼まった

上場前に感じた
デメリット

・事業部ごとの縦割り意識
・⼈や情報の共有ができなかった
・各事業への思い⼊れが強すぎず、
会社としてまとまりづらかった

機能別組織

上場前に感じた
メリット

・上場という⽬的に対して全社⼀丸となった
・職種別組織により社員の専⾨性を集約
・情報を集約し、迅速な経営判断を実現

IPO

現場毎の迅速で、柔軟な意思決定

・「新規事業」の部署を上場前に持つべき︕特に上場準備中は、

新規事業の⽴ち上げや投資がしにくい。
・企業規模や状況に応じた最適な組織があるため、常に最良という
組織はないので都度、柔軟な組織設計が必要︕
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Salesforce活⽤による社内システムでの⼀元管理実現

『共有されないデータ課題』に対して実施したこと

業務 課題 Salesforce導⼊後

営業

売上
管理 ・売上⽬標共有も、個⼈レベルで腹落ちせず ・ホーム画⾯に売上推移や⾦額などの状況を

グラフィカルに可視化し、⾃分毎としての認識を強化

案件
進捗

・個⼈PCでの管理による状況不明
・スプレッドシートでの更新忘れや放置

・顧客データ、案件の進捗状況など営業活動を社内で共有化。
全員に同じ情報が閲覧される責任感から、情報更新率が⾶躍的
に向上

ノウ
ハウ ・営業ノウハウやナレッジが共有されず

・優秀な担当の顧客提案資料の共有や顧客ごとの業界特性・職
種傾向などのナレッジを共有することで、成功事例の社内展開
を実現

管理 請求
処理

・請求先情報や⽀払確認による業務⾮効率
・請求漏れなどのヒヤリハット多発

・請求先の⼀元管理によって請求漏れ防⽌や
請求業務の効率化を実現

マーケ
ティン
グ

施策
実施

・営業活動実態から離れたプロモーション
・勘や経験に頼った属⼈的な施策
・施策効果の未可視化によるPDCAの未実施

Salesforce/Pardotを活⽤することで、実際のデータ
に根ざしたマーケティング活動を実現。また実施後の
効果もデータドリブンのマーケティング活動を実現

データドリブン経営のためには、活動の可視化と数字のデータが必須︕企業活動上のボトルネック発⾒や
上場審査時にデータに基づいた状況説明が⾮常に容易になるので、活動の可視化とデータ化はお勧めします︕
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MY Breakthrough POINT

『伝わらないサービス』に対して実施したこと

SMSを顧客によりイメージしてもらうための『絶対リーチ︕®』へ ブランド刷新

AOSSMS 絶対リーチ︕®へのブランド統⼀後

・SMSが専⾨的なサービスに⾒えて、対象ターゲットに対してコミ
ュニケーションツールであることが上⼿く伝わっていなかった
・すでにSMSを知っているユーザーからの問い合わせがほとんどだ
った

SMSが携帯・スマホ電話番号だけで届く、強⼒なコミュニケー
ションツールであることを訴求し、CMも合間って今までとは
属性の異なる潜在顧客からの問い合わせが拡⼤

届かないに、迷わない 携帯電話に標準搭載されている
ショートメッセージサービスを
活⽤することで、お客様のユニー

クナンバーである電話番号へ強⼒
にリーチし、ほぼ全ての⼈に
メッセージを届けることが可能な

サービス

上場後、調達した資⾦を最⼤限活かし、⾃社のサービスを訴求できるように、上場前に
サービスのブランデドイメージ点検し、整備することをお勧めします︕



これからの私たち
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社内外のコミュニケーション
データの活⽤・分析によって、
企業の⽣産性を向上させる会社

SMS・チャットによるコミュニケーションで
業務の効率化を実現するサービス会社

20

中期の⽬標
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メッセージング・HR領域を複合的に活⽤したコミュニケーションサービスへ移⾏

⽬標達成のためサービス価値の向上へ

付加価値の向上

ユーザーコミュニケーション⼿段と
してのツール「SMS」が主⼒

周辺領域、企業やユーザーデータの分析、HR関連サービスを
複合的に活⽤するコミュニケーションサービスへ移⾏

HR

既存事業ドメイン AI CROSSが目指す姿

価値向上のためのシナジーを追加

メッセージング周辺領域・データ活⽤／分析・HR関連サービスによる付加価値拡⼤

領
域拡

大

data
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多様性により、誰もが⾃らの能⼒・経験を最⼤限に発揮し、働くことのできる会社へ

MY Breakthrough POINT

⽬標達成のための多様性を加速

Ownership Mind Value to the ClientCollaborative Team

表層的なダイバーシティ 深層的なダイバーシティ

など 性質 など習慣 考え方 経験 スキル性別 年齢 人種

インクルージョン

個性（ = 差異）

Smart Work, Smart Life
テクノロジーでビジネススタイルをスマートに
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国籍や性別に関係なく、活躍できる環境を整備

表層的多様性（ダイバーシティ）の推進

表⾯的ダイバーシティとして「性別」「年齢」「国籍」など問わず、多様性を⽣かした環境づくりへの取り組みを実施中

フルリモート × パキスタン ×
⼥性エンジニア採⽤ 全上場企業中 TOP3（※）に⼊る⼥性役員⽐率

誰でも活躍できる環境づくり 多様で柔軟な企業経営の実践

出典︓ダイヤモンドオンライン︓⼥性役員⽐率が⾼い会社ランキング【上場3730社・完全版】（https://diamond.jp/articles/-/250702?page=2）

https://diamond.jp/articles/-/250702?page=2
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社員の個性を可視化する⾃社サービス『HYOUMAN BOX』を活⽤した多様性の推進

深層的ダイバーシティ・インクルージョンの推進

社員協⼒のもと、個⼈の「個性」・「考え⽅」など深層的ダイバーシティを可視化。
互いの個性を認め、⼀体となって最⼤限の⼒を発揮できる環境構築

ヒューマンボックスは、⾃社AI
エンジンを活⽤した企業での

⼈材の多様性の可視化と⽣産性
の⾼い組織づくりを⽀援する

BtoB向けSaaS

AI CROSS内での深層的ダイバーシティ・インクルージョン可視化の結果

さまざまな考え⽅や個性を持つ仲間と事業を拡⼤中

ヒューマン ボックス



今後もAI CROSSは、『Smart Work, Smart Life』の

理念のもと、多様性に富んだ『より良い社会の実現』に

貢献してまいります。

本⽇は貴重な時間を ありがとうございました

Twitter
はじめました



Smart Work, Smart Life とは？
～テクノロジーでビジネススタイルをスマートに～



早期上場への道のり
～創業からわずか5期での東証マザーズ上場～



Salesforceを選んだ理由
～数ある CRM/SFA からなぜ Salesforce？～



着実にIPOを実現するために
～今、振り返るAI CROSSの上場～



今後の展望
～原田社長が見据えるこれから～




