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Forward-Looking Statement
Statement under the Private Securities Litigation Reform Act of 1995:
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, diluted earnings per share, operating cash flow growth, operating margin improvement, expected revenue
growth, expected current remaining performance obligation growth, expected tax rates, the one-time accounting non-cash charge that was incurred in connection with the
Salesforce.org combination; stock-based compensation expenses, amortization of purchased intangibles, shares outstanding, market growth and sustainability goals. 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 we make.
The risks and uncertainties referred to above include -- but are not limited to -- risks associated with the effect of general economic and market conditions; the impact of
geopolitical events; the impact of foreign currency exchange rate and interest rate fluctuations on our results; our business strategy and our plan to build our business, including
our strategy to be the leading provider of enterprise cloud computing applications and platforms; the pace of change and innovation in enterprise cloud computing services; the
seasonal nature of our sales cycles; the competitive nature of the market in which we participate; our international expansion strategy; the demands on our personnel and
infrastructure resulting from significant growth in our customer base and operations, including as a result of acquisitions; our service performance and security, including the
resources and costs required to avoid unanticipated downtime and prevent, detect and remediate potential security breaches; the expenses associated with new data centers and
third-party infrastructure providers; additional data center capacity; real estate and office facilities space; our operating results and cash flows; new services and product features,
including any efforts to expand our services beyond the CRM market; our strategy of acquiring or making investments in complementary businesses, joint ventures, services,
technologies and intellectual property rights; the performance and fair value of our investments in complementary businesses through our strategic investment portfolio; our ability
to realize the benefits from strategic partnerships, joint ventures and investments; the impact of future gains or losses from our strategic investment portfolio, including gains or
losses from overall market conditions that may affect the publicly traded companies within the company's strategic investment portfolio; our ability to execute our business plans;
our ability to successfully integrate acquired businesses and technologies, including delays related to the integration of Tableau due to regulatory review by the United Kingdom
Competition and Markets Authority; our ability to continue to grow unearned revenue and remaining performance obligation; our ability to protect our intellectual property rights;
our ability to develop our brands; our reliance on third-party hardware, software and platform providers; our dependency on the development and maintenance of the
infrastructure of the Internet; 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, cross-border data transfers and import and export controls; the valuation of our deferred tax assets and the release of related valuation allowances;
the potential availability of additional tax assets in the future; the impact of new accounting pronouncements and tax laws; uncertainties affecting our ability to estimate our tax
rate; the impact of expensing stock options and other equity awards; the sufficiency of our capital resources; factors related to our outstanding debt, revolving credit facility, term
loan and loan associated with 50 Fremont; compliance with our debt covenants and lease obligations; current and potential litigation involving us; and the impact of climate
change.
Further information on these and other factors that could affect the company’s financial results is included in the reports on Forms 10-K, 10-Q and 8-K and in other filings it makes
with the Securities and Exchange Commission from time to time. These documents are available on the SEC Filings section of the Investor Information section of the company’s
website at www.salesforce.com/investor.
Salesforce.com, inc. assumes no obligation and does not intend to update these forward-looking statements, except as required by law.

新型コロナウイルスの影響によるデジタル化対応時期の前倒し
３密の回避、勤務形態の変化、消費者行動の変化、デジタル化・オンライン化へのシフト

●

官民問わず、従来2025年までの対応が求められたシステム刷新とDX対応は、新型コロナウイルス
の影響によってその時間軸が前倒しになり、必要に迫られつつある
2020年

求められる
DX対応度

2025年
COVID-19以降のDX対応の時間軸
従来のDX対応の時間軸

COVID
-19

時間軸
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令和2年4月22日 IT新戦略策定に向けた方針について
デジタル・ガバメントにおける取組の方向性 (抜粋）
✓ 書面や対面といったデジタル完結を阻む要件など、制度そのものや慣習の見直し等により、
政府内のあらゆる業務のデジタル化を徹底
✓ 正常時・非常時のいずれにおいても適切に行政機能を発揮するためのネットワーク環境の
再構築を開始
✓ 自治体手続のオンライン化のため、ほぼ全ての自治体がマイナポータル「ぴったり サービ
ス」等の
汎用電子申請システムに接続
✓ 支援申請手続システム（Jグランツ）の機能拡充
✓ マイナンバーカードの活用等による被災者台帳の整備や罹災証明書の申請など被災者支援
の円滑化
✓ 広域クラウドを進めるためにも、自治体システムの標準仕様を検討 （インフラ）
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出典:第７７回高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部
第８回官民データ活用推進戦略会議 合同会議 IT新戦略策定に向けた方針についてより抜粋
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/dai77/siryou1.pdf

デジタルガバメントの実現にむけた弊社のお役立ち

✓新規・再構築のデジタル化
✓迅速な変化への対応
✓汎用・共同利用システム構築/再利用

✓安心・安全（セキュリティ）の確保
6

新しい生活様式の実現に向けた行政のデジタル変革迅速な変化への対応

新規・再構築のデジタル化

ステージ 1

ステージ 2

ステージ 3

Stabilize

Reopen

Grow

再始動

安定化

将来の成長

短期的なリスクを回避し
事業運営の安定性を確保

事業運営を段階的に再始動
させるための計画と調整

Next Normalに向けて
成長するための変革を加速

感染拡大の抑止を最優先としつつ、
行政事務の継続や新たな申請業務への対応を実施

デジタルファーストを軸に
新たな街創りが加速

行政サービスが復旧、
地域活性化の取組み開始

新しい生活様式

新しい街づくり

感染の収束へ
✓
✓
✓
✓
✓
✓

在宅勤務の促進
窓口の混雑緩和/来庁制限
給付金申請などの支援
市民への素早い情報提供
物資の管理
市民からの問い合わせ対応

✓
✓
✓
✓
✓

行政の対応結果の総括
失業者対策
きめ細やかな福祉サービス
事業者の継続支援
新たな生活様式の支援

✓
✓
✓
✓
✓
✓

税収減への対策
Nextパンデミックへの備え
地方分散の動きへの対応
役所仕事の改革
地域医療体制の見直し
新しい街づくりの推進

“Salesforce Government Solutions”により、新しい生活様式の実現から新しい街づくりま
での各ステージにおける行政のデジタル変革を強力にご支援いたします。
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新規・再構築のデジタル化
迅速な変化への対応
汎用・共同利用システム構築/再利用
安心・安全（セキュリティ）の確保

安定化フェーズにおける公共における取り組み – 1
国や地方自治体と一緒になって、社会に貢献できるよう、さまざまな支援を提供

2020年3月30日
千葉県船橋市の保健所向け
に、業務支援クラウドパッ
ケージを無償提供
〜船橋市民のCOVID-19関連問い合わせ対応業務
をデジタル化、支援体制を構築〜

2020年4月9日
厚生労働省主導の民間検査
機関でのPCR検査状況等に
関する 「新型コロナウイル
ス情報連携基盤」を構築支
援
〜都道府県や民間検査機関との情報連携で検査等
の情報収集をクラウドで迅速化〜

8

2020年4月13日
新型コロナ保健所業務支援
クラウドパッケージを 全国
の保健所向けに無償提供
問い合わせ管理機能、PCR検査管理、疫学調査管
理、濃厚接触者管理、各種集計管理などの機能が
含まれる予定

新規・再構築のデジタル化
迅速な変化への対応
汎用・共同利用システム構築/再利用
安心・安全（セキュリティ）の確保

安定化フェーズにおける公共における取り組み - 2
国や地方自治体と一緒になって、社会に貢献できるよう、さまざまな支援を提供
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2020年5月30日
千葉市保健所、「新型コロ
ナ保健所業務支援クラウド
パッケージ」を採用

2020年5月26日
セールスフォース・ドットコ
ム、 「特別定額給付金管理シ
ステム」を構築

〜千葉市民98万人の問い合わせに迅速に対応、全
国展開プログラム発表後初めての採用〜

〜 東京都荒川区向けに運用開始、特別定額給付金の
受付から給付までを一括管理、住民一人ひとりへスム
ーズな対応を実現 〜

デジタルガバメント実現に向けた弊社ご支援領域 - 1

新規・再構築のデジタル化
迅速な変化への対応
汎用・共同利用システム構築/再利用

弊社は、国におけるモバイル等を活用した省内・国民接点業務のデジタル化、国民/企業接点のデジタル化のマルチチャネル化まですべて一つの
共通基盤で構築・ご利用頂くことが可能です。また、小さく初めて大きく拡張することも可能であり、国における省内・窓口業務のデジタル改
革、業務効率化、コスト削減に大幅に寄与致します。

省内のデジタル化

省内業務デジタル化
プラットフォーム

国民/企業接点のデジタル化

国民接点デジタル化
プラットフォーム

国民接点ポータル
（補助金・給付・許認可）

国民/企業接点のマルチチャネル化

LINE等SNS連携

モバイルアプリ

コールセンター

チャット & Bot

いつでもどこでもアクセスできる職員業務のデジタル化
汎用電子申請をマルチチャネルで/申請決裁までをデジタル化 /地方自治体とも繋がる
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Salesforce デジタルガバメントプラットフ

デジタルガバメント実現に向けた弊社ご支援領域 - 2

新規・再構築のデジタル化
迅速な変化への対応
汎用・共同利用システム構築/再利用

デジタルガバメントでは、国民から見た手続きの簡素化「ワンストップ・ワンスオンリー」の実現が重要です。
Salesforceでは、創業以来
取り組んできたCRM（行政ではCitizen Relationship Management）を活かして、ワンストップ・ワンスオンリーを実
ステークホルダ
ーと繋がる
現をお支えします。
モバイル活用
（DX化）

SoE領域はSalesforceが
得意とする領域

Open API活用による 他
システム再利用
（マイクロサービス化）

SoE

ステークホルダー
との接点

integration cloud
Cloud/On-Premise
他社の
クラウドサービス

システムを横断し
たデータ利活用

国民・職員

CRM/ERM

抽象化・疎結合化

SoR
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基幹システム
（オンプレミス もしくは IaaSなど）

基幹システムはSalesforceとの連携
高トランザクション/マスター系

