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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.





ネクストノーマル時代における「最高の顧客体験」の再設計

デジタルな
意思決定

デジタルアプリの
重要性

デジタルな働き方の
サポート

デジタル
カスタマー

デジタル
チャネルへの移行

デジタルコミュニケーション
の普及

デジタル
コミュニティの拡大



ビジネス：

顧客中心設計・顧客体験を軸にし

たビジネス・サービス設計へ

テクノロジー：

お客様を360度の全方位かつ1つの

共通像として捉える

カルチャー：

顧客中心型に求められる「風土」

「振る舞い」への変革を果たす

ビジネス

テクノロジー 組織風土

「ビジネス」「テクノロジー」「カルチャー」の
三位一体での変革が必要



人的及び実行上の理由でデジタルトランスフォーメーションは
なかなかうまく行かない…
Subtitle placeholder

90%
が変革に失敗

警告!

人材/能力ギャップ 変化を嫌う文化
デジタル変革の
実行能力欠如

レガシーシステム＆
サイロ化したデータ

明確な目標と
計画の欠如

ビジネス部門とIT
部門の連携不足

“Is the Data Dilemma Holding Back Digital Innovation?”, Couchbase Research Report, June 2017. https://www.couchbase.com/binaries/content/assets/website/docs/whitepapers/cio-survey-results
“9 out of 10 digital transformation projects will fail” Digital Journal, August 2017. http://www.digitaljournal.com/tech-and-science/technology/9-out-of-10-digital-transformation-projects-will-
fail/article/499314



明白、人以外の構造的な要素

戦略

システム

組織

プロセス

解くべき課題

どのように
うまく変革
するか？

戦略

システム

組織

プロセス



明白、人以外の構造的な要素

戦略

システム

組織

プロセス

暗黙のルール

固有の価値観

思い込み

振る舞い

無形、人に関する文化的な要素

どのように
変革を根付かせる
か？

解くべき課題

どのように
うまく変革
するか？



4つの文化的特性

高い信頼
安心 | オープン | 権限委譲

革新性
リスクを取る | 共感力

機敏
自主的 | 協力的 | 対応力

目的主導
目的との整合性 |  仕事への意味付け

「地面の下」の特性
力を合わせてデジタル変革戦略を導入、実践、推進
する



組織風土変革の成果

イノベーション
従業員

エンゲージメント
売上の拡大

● デジタル変革の成功率

● 価値を生み出すまでの時間の短縮

● 迅速なイノベーションと方向転換

● すべてのプロジェクトにわたって実行する

ための組織的能力

● 組織の擦り合わせ

● 従業員のエンゲージメント

組織変革に着目す
ることで以下が改善

する...

組織風土変革を率先して促進する企業が
実現できること

30% 
イノベーションのレベル

の向上**

59% 
離職率の低下**

516%
10年間での売上の増加*

*Kotter, JohnおよびHeskett, James、Study on Corporate Culture and Performance、2011年
**Gallup、The Engaged Workplace、2013年



デジタル変革の成功 は人々が新しい
働き方 をできるようになるかにかかっている



失敗する振る
舞いとはどの
様なものかを
特定する

1

新しい対応や振る
舞いを見つけ出す

2

新しい組織風
土を醸成すべ
く振る舞いに
焦点を当てる

3

● 過去の失敗例を収集する
● 主だった失敗するパターンを

特定する
● どういった状況になると失敗

につながる振舞いが出てしま
うのかを検証する

● 組織を通じてどのようにし
て新しい振る舞いを広めて
いくかの戦略を策定する
（LEVERSフレームワーク
を活用）

● 結果を左右する決定的な瞬間
を特定する

● どのような新しい振る舞いを
取るべきかを検討する

どのようにして変革の礎となる振る舞いを特定し、
組織に浸透させていくか？



今している行動を作り出すには

行動を促す環境作り
が必要



STAY HOME



数値化できないように見える振
る舞いも実は構造化されており
、既に出来上がっている。

それぞれ社会的・個人的・
組織的な関係がある特定の振
る舞いを抑制または助長する

社会的

個人的

組織的

望ましい
将来の状態



● Leadership：リーダーシップ

● Ecosystem：環境

● Values：価値観

● Enablement：イネーブルメント

● Rewards：報奨

● Systems：構造

6つの手段のうち4つ以上の手段
で変化を実践することが出来た
時、変革に成功する倍率は10倍
になる

社会的

個人的

組織的l
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望ましい
将来の状態

•正式に任命された
リーダー

•影響力のあるリー
ダーの行動や姿勢

•ステークホルダー
•社員
•パートナー
•コミュニティとの
関係

•テクノロジー
•ポリシー
•アーキテクチャー
•手順

•本質的動機付けを
する理想

•ナレッジ
•スキル
•データ
•ツール

•インセンティブ
•評価
•パフォーマンス管理



米国大手金融機関における組織風土改革の取り組み

● 過去の取り組みでは期待していた投資対効

果を得ることができなかった

● リレーションシップマネージャーと、ファ

イナンシャルアドバイザーに対して

lightning の展開が予定されていた

● ユーザに活用してもらうため、変革に対す

る準備の支援を求められた

● 2.5日間のワークショップを通して変革に
対する取り組みの計画を策定

● 変革に対する準備として施策を立案

○ 変革マネジメントのロードマップの

開発

○ エンドユーザに導入してもらう方法

の草案

○ 主要なステークホルダーに関与して

もらうための定期的なミーティング

○ エンドユーザに参画してもらうため

のコミュニケーション方法の例示

背景 結果

● ステークホルダーインタビューを通し、変革

に挑戦した過去の経験、変革を展開するため

のリーダーシップの重要性、変革が成功する

ためのKPIを議論

● 主要なステークホルダーやインフルエンサー

との変革マネジメントのロードマップに関す

るワークショップを開催

アプローチ方法

関連する Salesforce製品

Lightning

Sales Cloud

Expedition

組織風土改革は変革マネジメントのロードマップを示すことにより
、変革意識の醸成と導入の成功をもたらす



米国大手金融機関における組織風土改革の取り組み

風土および振る舞いの変革 組織的なチェンジマネジメント

成果

● 変革を阻む「失敗モード」を特定し、Salesforce
を活用したデジタル変革を成功させるための礎と
なる振る舞いを特定

● LEVERSフレームワークを活用して風土変革を推し
進めていくためのアプローチを関係者間で合意

● 変革のライフサイクル全体を通してどのように風
土変革の計画を立て、実行・モニタリングしてい
くかのチェンジマネジメントロードマップと責任
者の設定



デジタル
ビジョン
と戦略

「エクスペディション」

➔顧客体験を主眼におい

たデジタル戦略を共創

➔変革実現に向けた

新しい働き方を一緒に

実践

➔プラットフォームの

価値を最大限に享受 実験型
アプローチ

デザイン
シンキング

ビジネス変革

デジタル
オペレーション
（アジャイル）

風土改革

成長

コスト削減



組織風土変革のロードマップ
エンゲージメント

なぜLEVERSを活用するのか？

働き方を変え、新しい行動を奨励し、新しい文化的特性を促進す
ることを目指す組織にとって最適。こうした変化は、スピードを
高め、イノベーションを強化し、Salesforceテクノロジーからよ
り多くの価値を引き出すのに役立つ

どのような成果が実現されるか？

● ↑変革ビジョンに関する連携および同意

● ↑新しいテクノロジーの導入

● ↓変革期間中の業務の中断

● ↑コラボレーションとスピード

● ↑ライセンス価値

どのように実行されるか？

● 6-8週間のエンゲージメント

● 簡潔なディスカバリ段階、その後の1～2日のワークショ
ップ

● ワークショップを通したシンセシスおよび変革ロードマ
ップ作成

● 継続的な所有者を準備してロードマップの実行を成功さ
せるための徹底的なリードアウトとナレッジ移転

連携 HO/KTワークショップ

サービス概要 -

継続的な連携
主要な関係者との継続的なコミュニケーションおよびエンゲージメントにより
、目標とするエンゲージメント成果を確実に実現

キックオフミーティング
成果についての連携、ワークショップ参加者の特定などを行うセッション

ディスカバリー
ニーズ、目標、懸念事項を理解し、ワークショップコンテンツのカスタマイズ
用の情報を収集するための主要な関係者との一連のインタビュー

ワークショップ
1～2日間のセッションで、対応準備を行い、継続的な文化と行動の変革を促進
するための文化の変革に関する実行可能なロードマップを共同作成

引き継ぎ/ナレッジ移転/継続的なエンゲージメント
継続的な所有者を準備してロードマップの実行を成功させるための徹底的な引
き継ぎ

ディスカバリー

連携

D

W

H/K

第1週～第3週 第4週 第5-6週

エンゲージメントエクスペリエンス




