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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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今そこにある、金融業界における課題

再始動 成長安定化

Knowledgeable, Transparent
Leaders

Empowered Employees Engaged
Customers



Customer 360 Analyticsによる課題の解決

理解し、迅速に対応する
急速に変化する環境の中で、迅速に洞察を取得。信頼できるデータでより良
い判断を下す。グローバルな専門家コミュニティの活用

データでみんなを力づける
データからインサイト、アクションへとシームレスに移行。AIを活用して新
しいインサイトを発見。組織全体へのスケールアップ

新たな日常に対応し、スケールアップ
迅速に新たなビジネスの方向性を探索。
外部のデータソースで視点を豊かにする
皆に情報を提供して、積極的に参加。

Leading Through Change with Data

安定化

再始動

成長





ユースケースによって適切な製品を選択

生産性を高めるCRMワーク
フローにおけるインサイト。

Salesforce ユーザ
幅広いデータ活用とユースケ
ースに対応した探索と共有

すべてのユーザ



ビジネスの可視化
現在の収益状況を把握し、正確な予測を
構築します。

AIの提言によるセリング
リモートで仕事を行う営業員にAIによる
リコメデーションを与える

成長のための革新
デジタル化を加速させるための迅速なロ
ーコード開発

理解し、力を与え、データによるアクションを行う
Einstein Analytics Plus: インテリジェントな営業スタイル
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Financial Services Cloud向け
起ち上げてすぐに使える事前定義された業界KPIの
とベストプラクティス

拡張されたアクショナブルAI
ビジネスプロセスにインテリジェンスを持ち込み迅
速なアクション
フルにカスタマイズ可能なプラットフォーム
ビジネスチャレンジを克服するためにカスタムアプ
リを生成し、いかなるデータも持ち込める
エンタープライズ対応
信頼され、セキュアで業界に準拠したセールスのク
ラウドインフラを使用

富裕層向け（資産運用）、銀行、保険向けのインテリジェントなプラットフォーム
Einstein Analytics for Financial Services Cloud



Financial Services Cloud 専用

保険募集人: 
顧客離反

リードコンバージョン
ポリシーリニューアル
ポリシーキャンセル

クロスセル＆アップセル

マネージャ: 
地域ごとのトップ代理店
地域ごとのトップ募集人
離反率が高い代理店

豊富なアナリティクス：100を越える指標、40を越えるダッシュボード、20を越えるデータセット

銀行:
顧客離反

リードコンバージョン
銀行保証金

ローントラッキング
商品固着化

ホワイトスペース
優先付アカウント

クロスセル＆アップセル

マネージャ: 
チーム生産性

1:1 コーチング

資産運用アドバイザー: 
顧客離反

リードコンバージョン
AUM向上

ポートフォリオパフォーマンス

マネージャ: 
チーム生産性

トップアドバイザー
低パフォーマンスアドバイザー

資産運用銀行保険

Note* this not an all inclusive list



DemoⅠ



代理店コミュニケーションにおける課題

代理店保険会社

• システムがバラバラでデータが散在
• 代理店からの問い合わせが共有されない
• 活動と成果の相関関係が可視化されない

• システムが散財し生産性が低下
• 代理店の活動内容や募集プロセスがわからない
• 保険会社とのコミュニケーションが電話



ビジネスの可視化
現在の収益状況を把握し、正確な予測を
構築します。

AIの提言によるセリング
リモートで仕事を行う営業員にAIによる
リコメデーションを与える

成長のための革新
デジタル化を加速させるための迅速なロ
ーコード開発

理解し, 力を与え、データによるアクションを行う
Einstein Analytics Plus: インテリジェントな営業スタイル



DemoⅡ
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データ
収集・精錬

パラメータ
調整

業務アプリ
へのフィードバッ

ク

レコメンド
アクション

システム
管理者 DataScientist Business 

Users

ビジネスユーザーがAIを使いこなすためにはハードルが高い
機械学習テクノロジーと業務にはまだまだギャップが存在



AIドリブンのビジネスを実現するスマート・データ・ディスカバリー

市民データサイエンティストによるAIエコシステム

分析の
自動化

バイアスのない
インサイト

物語性
文脈の提供

レコメンド
アクション

市民データサイエンティストによるAIエコシステム

データ Einstein
Discovery

Business 
Users

Gartner®
Citizen Data Scientist:

A person who creates models that use advanced diagnostic analytics or 
predictive and prescriptive capabilities, but whose primary job function is 
outside the field of statistics and analytics

業務
アプリ



DemoⅢ



Gain visibility into your customer interactions and proactively manage issues
Einstein Analytics Plus: Intelligence for Service

Assess Service Impacts
Understand inbound service requests and 
unblock backlogs quickly

Prioritize Responses with 
AI
Help remote workers stay closer to 
customers with recommendations on high 
priority issues

Plan Capacity for 
Expansion
Manage new service channels and identify 
capacity needs as customer behavior shifts 
back to growth 



まとめ

• Einstein Analytics for Financial Service Cloudは金融業務におけ
る業務プロセスを可視化します。

• 業務アプリにAIの提言や分析を加える拡張アナリティクスは
リモート営業を促進します。

• Einstein Discoveryによるコーディングを伴わないAI開発によりAI
エコシステムを簡単に構築することができます。
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