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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.
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コロナ禍の融資相談・申込みに対する
Salesforceソリューション



新型コロナウイルスの感染拡大による資金繰り難により
融資相談・申し込みが増加

日本経済新聞 2020年5月24日 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO59510010U0A520C2NN1000/

金融機関の無利子融資1.3兆円
新型コロナ、全国銀行協会集計
全国銀行協会（全銀協）の三毛兼承会長（三菱UFJ銀行頭取）は18日の定例
記者会見で、新型コロナウイルス対策として5月に始まった民間金融機関によ
る実質無利子・無担保融資の融資決定額が、5月末時点で約1兆3600億円に
上ったと明らかにした。集計の対象は全銀協加盟の112行。
「リーマン・ショック時以上の影響が出ていると言えるかもしれない」と

述べ、企業の資金繰り支援を強化する考えを示した。受付件数は約14万件に
達し、約6万8千件の融資を決めたという。

三菱UFJ銀 無利子融資の申請、最短1日で
三菱UFJ銀行は実質無利子・無担保融資を企業が最短1日で銀行に申請できる
ようにする。信用保証協会に提出する書類の確認作業を月内にも電子化する。
新型コロナウイルスの感染拡大で打撃を受ける企業の資金調達のスピードを
速める。従来は郵送でのやりとりで、申請書類に不備があった場合は手続き
に1週間程度かかっていた。
インターネット上に企業が申請書類をアップロードする専用サイトを5月中に
設ける。

実質無利子融資、地銀にも申し込み殺到
「月末までに何とか」事業主の切実
新型コロナウイルスの感染拡大で売り上げが激減した事業者向けの実質無利
子・無担保融資の受け付けが1日に民間金融機関でも始まり、地銀などに申し
込みが殺到している。

融資10兆円実行。
みずほFG社長が力説するコロナ禍の姿勢
みずほフィナンシャルグループ（ＦＧ）は、新型コロナウイルス感染拡大に
伴う国内外の融資実行が６月中旬時点で１０兆円に上ったことを明らかにし
た。融資申請は１７兆円に膨らんだ。２００８年のリーマン・ショック時の
水準を大きく上回るという。１０日までに取材に応じたみずほＦＧの坂井辰
史社長は、「中小企業からの借り入れ相談は週１０００件ほど。ペースが
まったく落ちていない」と語った。

毎日新聞 2020年5月12日 https://mainichi.jp/articles/20200512/k00/00m/020/191000c

共同通信 2020年6月18日 https://rd.kyodo-d.info/np/2020061801001726?c=39546741839462401

ニュースイッチ 2020年6月12日 https://newswitch.jp/p/22585

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO59510010U0A520C2NN1000/
https://mainichi.jp/articles/20200512/k00/00m/020/191000c
https://rd.kyodo-d.info/np/2020061801001726?c=39546741839462401
https://newswitch.jp/p/22585


コロナ禍における対応：緊急融資相談受付

お客様向けWEBフォーム

社内向け業務フロー

社内向けレポートダッシュボード

• Salesforce上でワークフローを回すことで
緊急対応であっても過去証跡がのこす。

民間金融機関資金繰り支援へ迅速対応の動きも新型コロナ

• 融資相談申し込みや融資申し込みをWEBから入力。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200419/k10012394871000.html

2020年4月19日 6時54分

• 状況をリアルタイムにモニタリング。
刻一刻変わる状況の中、滞留や集中をさけ、分散の対応
を検討するなど。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200419/k10012394871000.html


コロナ禍における対応：ローン条件変更Web受付

インターネット申込み業務フロー

Web申込み 受付 本部 担当アサイン 担当営業確認 問合せの見える化

既
存
顧
客

既存顧客用申込を選択し、
必要項目を入力

個人のお客様（公庫とのお取引なし）

個人のお客様（公庫とのお取引あり）

法人のお客様（公庫とのお取引なし）

法人のお客様（公庫とのお取引あり）

借入

申し込み完了した際に、
申込番号を自動でメール通知

申込み情報

迅速・効率的にお客様を
フォロー 問い合わせの状況を

リアルタイムで管理
＜相談例＞
•無担保ローン
•住宅ローン
•資金繰り
•支払い遅延

メリット

・コールセンターの負担軽減

・必要項目をお客様に事前に入力してもらうことで受付後の事務業務負担軽減

・迅速・効率的にお客様対応が可能



融資業務における課題（弊社想定）

想定される課題 対応の方向性

コロナ禍での増大する融資相談・申込み、
顧客の資金難への迅速な対応

コロナ禍で必要性の増したリモートワー
クへの対応

中小企業向けなど新たな収益が見込める
領域へ融資を拡張

融資で得られる顧客情報の有効活用

利便性のよいWebの融資申込、相談受付により
資金需要に迅速に対応するとともに、融資審査
などの進捗状況も顧客に適宜連携し透明性向上

融資を通じて得られる貴重な顧客情報を有効活
用、新規や既存顧客の案件獲得・クロスセルに
つなげ、より短時間でより多くの案件を成約

審査も含めた融資業務のデジタル化により、貸
出までのスピードアップするとともに、リモー
トワークにも対応

非対面チャネルの活用とデジタル化により、中
小企業向けなど、これまで対面での対応が限定
的であった領域へ収益機会を拡大



Web受付

• 各種相談

• 融資申し込み

• 住宅ローン返済猶予

• 融資条件変更 など

審査業務のデジタル化

• デジタル化による効率
化・スピード向上

• リモート対応

融資業務のデジタル化

• 融資業務全体を一気通貫
でデジタル化

• 新規や既存顧客からの案
件獲得・クロスセル

Salesforce により必要に応じた
段階的な融資業務のデジタル化が可能



融資Web申込み
ローン申込 受付確認 内容確認 内容不備 審査 完了/分析

お客様

金融機関様
融資/審査担当

Webローン申込

Salesforce Platform

申込受付確認 申込不備確認

審査

各種分析

不意連絡

完了

業務の流れ

データの流れ

金融機関様ホーム
ページ経由でセー
ルスフォース画面

メール受信

メール受信

ローン申込受付
メール自動送信

不備対応

不備内容更新
自動通知

不備
なし

不備
あり

審査システムとの
連携を想定



融資業務のデジタル化



Web受付

• 各種相談

• 融資申し込み

• 住宅ローン返済猶予

• 融資条件変更 など

審査業務のデジタル化

• デジタル化による効率
化・スピード向上

• リモート対応

融資業務のデジタル化

• 融資業務全体を一気通貫
でデジタル化

• 新規や既存顧客からの案
件獲得・クロスセル

Salesforce により必要に応じた
段階的な融資業務のデジタル化が可能



融資業務のデジタル化：ソリューションの全体像

業務システム

申込み情報

お客様（申込者）

顧客基本情報・対応履歴

業者情報

顧客情報 案件情報

顧客への通知 活動履歴

問合せ情報

ナレッジ

ディスカッション

ニュース・資料

申込み情報・問合せ情報 コミュニティー

与信情報・契約情報銀行様 基幹系システム ・・・・

スマホ
タブレット

PC

集計・分析

ワークフロー

アクセス権管理

添付書類
[免許証]

[各種証明書類]

Facebookの
広告をクリック

コミュニティにログイン
• 申し込みを始めるが
途中で離脱

社内審査業務

審査完了の
通知メール

申し込みの再開を
促すメール

コミュニティにログイン
• 申し込みを再開
• 書類に不備があるも、
オンラインで処理が
完結

お客様（申込者）

スマホ
タブレット

PC

融資担当者 審査担当者
または保証会社

• 登録情報を確認
• 書類不備等の申込者向け
メッセージ登録

• 業者向けメッセージ登録や
質問への回答

ワークフローで
担当者間の連携

• 審査結果を反映 住宅ローン、
投資信託など
のクロスセル
アップセル

オンラインでの融資申込み受付、お客様及び業者コミュニティーを通じた審査情報共有、社内ワークフローが一体化
住宅ローン、不動産投資ローン、無担保ローン、事業性融資など様々な用途でご利用可能
さらに新規や既存顧客からの融資案件獲得、融資ご契約後のアップセル、クロスセルが可能なマーケティングとも連動



＊富士通社資料より抜粋

Cloud Lending を活用した
融資受付/審査業務のWEB化デジタル化に向けた簡易導入
【銀行のニーズ】
• コロナの影響により、非対面による融資の申し込み受付の実施が急務
• マニュアルによる融資受付、審査フローの限界 => WEB 申し込み化/審査フローのデジタル化

【対策】
• 『融資の申し込み』/『審査業務』のWEB化/デジタル化を、 Salesforce Community Cloud 及び Cloud Lending により、早期かつミニマムに実現
• Salesforce ベースのソリューションの為、遠隔地 (リモート) での開発が可能
• 更に、実装後も、リモートによる融資審査の業務が実現可能

お客様 Community
Cloud

お客様情報

審査結果確認

各種ローン申込み

問い合わせ

本人確認書類添付

CL Originate
案件創出/管理～検収実行

ホームページで申込
インターネット経由なら24時間申込可能

名寄せ
内容確認
審査

結果連絡

正式申し込み
徴求書類
同意取得
契約手続き
契約書

スコアリン
グ

システム

既存システ
ム

決裁

審査フローのデジタル化

反社照会
システム

外信・Peps
照会システ

ム

レポート/ダッシュボード

問合せ管理

顧客管理
システム

(CIF,MCIF)

融資実行
返済管理
延滞管理
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完全オンライン融資申請

ビジネス概要管理

文書管理

融資金額計算

手数料管理

稟議・承認ワークフロー

中小企業庁システム連携

コロナ緊急融資(PPP)対応
ワークフロー

適格性の自動チェック

融資金額の計算

Salesforceプラットフォーム上で最短3日での導入を実現
35行以上、300億ドル以上の融資実行の裏側で活用

日本においてはコロナ緊急融資に特化した融資申込受付け・審査業務から
クイックに導入可能

nCino – 米中小企業向け緊急融資(PPP)対応パッケージの提供



非対面融資オンライン相談ポータル [Salesforce×bellFace]

Webで相談予約
[Community Cloud]

※ベルフェイスは60日間無償提供中です。
https://bell-face.com/

• web経由で融資相談内容を受付、web会議で迅速に打ち合わせを実施
• web会議の記録はシームレスにSalesforceへ蓄積。コンプラチェックにも対応

融資相談担当



事例



京葉銀行様プレスリリース



米国中小企業庁緊急融資プログラム：Salesforce による対応
顧客名 ソリューション 稼働までの日数 規模（4/7の途中時点）

Zions 銀行
顧客による構築: 

Communities & FSC
7 日

3,000 Requests 
$1B in loans

銀行A
顧客による構築: 

Communities & FSC
3 日

1K requests daily
10,000 Requests to date

$1B in loans

銀行B
顧客による構築: 

Custom Inbound API to SF
2 日 350K Requests

銀行C
顧客による構築: 

Communities + Service 
6 日 --

銀行D
ISV の利用: 

nCino
-- --

銀行E
顧客による構築: 

Communities + Sales Cloud + nCino
3 日

16k Requests
$4.4B in loans

銀行F
ISV の利用: 

nCino
4 日 --

銀行G
SI による BPO: 

パートナーによるBPO (+nCino)
4 日 --

銀行H
顧客による構築: 

Custom Front End to Salesforce to nCino
4 日

10,000 Requests
$1B in loans

150+
稼働済の
顧客数



融資申請の提出の簡素化などデジタル体験を向上し、緊急融資プログラムへのアクセ
スを合理化

自動化されたプロセスと各顧客の360度ビューにより、融資申請・問い合わせの受け
入れを管理

中小企業庁の融資申請受付システムとの連携を可能にするアップロード機能により、
融資申請を増加

緊急融資プログラムの処理を加速して
地域の事業主を迅速に支援

12,500
の地域の雇用を
サポート

インテグレーション 業種別
ソリューション

コミュニティ

13日
で一年分の融資
を処理

パートナー



まとめ



顧客満足度の向上

• デジタルデバイス上で利便性のよい融資申し込みのしくみの提供、審査状況の共有などの融資プロセスの透明性向上、
パーソナライズされたサービスやアドバイスの提供により、顧客満足度を向上します。

融資プロセスの合理化による融資サイクルの加速

• Webからの融資申込受付、Myページからの申請・審査状況の共有を通じて、顧客を申し込みから借入実行までスムー
ズにナビゲート。社内ワークフローとの連携により審査から融資までのプロセスの効率化とスピードアップを実現しま
す。さらにペーパーレス化によるコスト削減、書類管理でのコンプライアンスリスクの低減が期待できます。

見込み顧客の発掘とクロスセル

• 融資を求めている顧客を見出し、適切なチャネルからアプローチするマーケティングのしくみと見込み客の管理により、
見込み客の発掘をより効果的におこない、融資案件の増加、成約までのスピードもアップします。さらに、行動履歴や
プロファイルをもとに顧客一人ひとりに寄り添った追加商品を最適なタイミングとチャネルで提案し、次のビジネス機
会を最大化します。

継続的なイノベーション

• クラウド型サービスにより、スピーディな導入による早期のROI実現と、段階的なサービス追加と年3回のバージョン
アップにより継続的なイノベーションが可能です。

Salesforce 「融資業務のデジタル化」ソリューションにより期待される効果

導入効果



• コロナ禍での増大する融資相談・申込みに対して、SalesforceのWeb 受付ソリュー
ションにより迅速に対応可能

• 米国をはじめとする海外でも多くの銀行がSalesforce を用いて既に対応

• SalesforceやSalesforce Platform で稼働するISV ソリューションを活用して、融資
審査やオンライン相談など融資業務のデジタル化や、新規や既存顧客からの案件獲
得・クロスセルなどの案件開拓にも拡張利用が可能

まとめ




