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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.

Forward-Looking Statements





本日のセッション概要

● Industry 360とDreamforce の内容を紹介

各業界のニーズの変化や迅速な対応を可能にするインダストリークラウド
について海外事例を交えご紹介します。

● Trusted Enterprise への変革の鍵

大津市長を務められた越直美氏にコロナ禍で明らかとなった行政のデジタ
ル化の遅れについてルイベル市の事例と比較して日本の行政に今後必要な
ものを伺います。

● DX を促進するダイバーシティ＆インクルージョン

ソフトバンクやブイキューブなどの社外取締役も務められる越直美氏に経
営層などにおけるダイバーシティ&インクルージョンが企業の成長にどの
様に影響するかについて伺います。

越 直美 氏
2012年当時最年少で大津市長を務め
られ、現在はパートナー弁護士、大企
業の社外取締役や起業家として多方面
でご活躍されています。



Footnote

成功をどこからでも - デジタルファーストの重要性

24時間365日の
サービス

遠隔医療

オンライン注文
⇒店頭ピックアップ

リアルタイムで
の到着予測

午前9時 - 午後5時

対面診療

店頭販売

いつ訪れるかわ
かないサービス

75%
初めてデジタルチャネルを利用
した人のうち、状況が「通常」
に戻っても継続して利用する人

の割合

従来の顧客との関わり デジタルファースト
体験

Source: McKinsey Digital



Salesforce のインダストリー戦略

業界向けのNo.1CRM 最速で価値を実現 柔軟性と拡張性

信頼できる唯一の情報源 エコシステムとコミュニティ



Dreamforceで発表されたインダストリークラウドの進化

自動化（オートメーション） AI（インテリジェンス）

セキュリティ

＆

コンプライアンス



Communications Cloud（通信）

Media Cloud（メディア）

Energy & Utilities Cloud
（エネルギー＆ユーティリティー）

Education Cloud（教育）

Financial Services Cloud（金融）

Manufacturing Cloud（製造）

Loyalty Management
（ロイヤルティ）

Consumer Goods Cloud（消費財）

Nonprofit Cloud（非営利）

Health Cloud（ヘルスケア）

Salesforce Industry Cloud のラインナップ（日本）



エネルギー & 
ユーティリティ

クラウド

最先端のデジタルカスタマーエクスペリエンスを提供し、顧客をクリーンエネルギー
パートナーへと変革

アジャイルでレスポンシブなプラットフォームにより、新しい製品、サービス、機能
のリリースまでのリードタイムを短縮

堅牢性に優れ直感的に使用できるCustomer 360 コンソールで、エージェントの
トレーニング時間を削減

Engie社 - 持続可能なカーボンゼロの将来を
目指し、電力会社のカスタマーエンゲージメン
トを刷新

2.3倍 50％ 24
1つのプラットフォームを
使用する事業部門数

トレーニング時
間を削減

市場投入までの
時間を素早く



RBCウェルスマネジメントはデータをフル活用し
ビジネスの価値を最大化
様々なシステムに存在していた顧客情報を世帯情報を含めてFinancial Services Cloud上
で一元管理することで、顧客・世帯についてのビューを統合

Financial Services Cloud に蓄積されたデータをTableau CRM やEinstein Discovery 
(AI)で分析し、離反防止のアクションも含めて、顧客に対して最適なウェルスマネジメン
トの商品・サービスを継続的に提案

様々なバックエンドシステムをMuleSoft でSalesforce と連携し、
顧客のオンボーディング時間やカスタマーサービスの時間を大幅に短縮

Salesforce の標準機能を活用し、データを一元化したことで大幅にメンテナンスコスト
を削減

2,000人
以上のFAが
Salesforceを利用

24分
顧客が
口座開設するまで
の時間

26
のシステムを
統合

インテグレーション フィナンシャル
サービス
クラウド

アナリティクス パートナー AI

50%
システム
メンテナンス
コストを削減

5千億ドル
のAUM

Slack



各分野の専門弁護士との連携
M&Aの対象分野やスキームに応じて、各分野の専門弁護士とチームアップし、円滑かつ迅速にM&Aを成功に導きます。

M&A

プラクティス

会社法
金商法

知財・IT

独占禁止法
競争法

労働法
アジア・
グローバル

個人情報
データ保護

ベンチャー
スタートアップ

知的財産権の保有・ライセンス、PMI
の知財戦略を含めたアドバイスを提供

例

海外資格保有者（NY、CA、英国、中

国、インドなど）や海外の法律事務所
と連携

例

未払残業代をはじめとする問題点を把
握、PMIの対応を含めたアドバイスを
提供

例

ベンチャー・スタートアップ投資の専
門家との協同

例

公正取引委員会経験者とともに、M&A
実施に向けたクリアランスの取得

例



Diversityは、
成長戦略

女性役員の育成×紹介



この後のインダストリーセッション

Day2

Day1

業界全般 11:00-11:25
Trusted Enterprise への変革の鍵
- Salesforce のインダストリー戦略

元大津市長, 弁護士 越直美 様
Salesforce 今井

金融 11:30-11:55 東京海上日動のdX戦略 東京海上日動 渡部 様

製造 13:00-13:25
NEC ネッツエスアイの働き方改革と
Digital HQ

NESIC  吉田 様, 福島 様
Salesforce 鹿内

ヘルスケア 13:30-13:55
The Future of Healthcare is Connected
～ 「つながる」ヘルスケア DX

ひまわり生命 中川ゆう子様
Salesforce 今井, 佐藤慶一

公共 14:00-14:25
農業DXの基層～なぜ、農林水産省は農業の
デジタル変革に取り組むのか～

農林水産省 信夫 様
Salesforce 伊藤孝

製造 11:00-11:25
製造業が未来へとシフトするために ～ 代理
店と創る新しいエンゲージメント

Salesforce 善哉, 高橋

小売 11:30-11:55
小売業の未来 ～ 顧客とのロイヤリティ向上
が売上向上のカギ ～

Salesforce 小川

金融 13:00-13:25
三井住友フィナンシャルグループが進める
一気通貫の金融 DX

三井住友銀行 高橋 様
Salesforce 田村

ロイヤルティ
マネジメント

13:30-13:55
新製品ロイヤルティマネジメントを通じて
顧客戦略を進化させる

Salesforce 國本

消費財 14:00-14:25
消費財業界の最新イノベーション
トレードプロモーションの登場

Salesforce 國本, 石橋
Salesforce (HQ) Sunil Rao 




