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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.



力を合わせ、ともに進む



Impact of COVID-19 / 新型コロナウイルスの影響

サプライチェーンの崩壊 原油価格急落 外国人労働者の混乱

小売店の閉店 需要の収縮

工場の稼働停止、閉鎖

在庫切れ医療体制危機



業界におけるリーダーシップ（日本）
新型コロナウイルスに対し、新たなチャレンジを続けている

業種 企業名 新型コロナウイルス対応取り組み内容

自動車
TOYOTA

貞宝工場で3Dプリンターなど使いフェースシールドを生産。
医療機器メーカーに対するTPSに基づく技術支援の他、
同社およびグループ企業の工場で従業員向けマスクを生産。

HONDA 鈴鹿製作所などでフェースシールドを生産。感染者搬送用の車両を提供。

NISSAN
3Dプリンターで月産2500個のフェースシールド生産。
人工呼吸器・人工心肺装置メーカーの支援として人材や不足
部品の供給なども行う。海外工場でも同様の取り組みを実施。

電気機器
SHARP 三重工場で不織布マスク生産開始。3月末から出荷を開始。

SONY 人工呼吸器の部品製造や組み立てなどを手掛ける。

Panasonic 自社のクリーンルーム設備を活用してマスクを生産。

参照：日経XTECH (2020.05.11)



今日、製造業が直面している課題のポイント



新型コロナウイルスによる経済、および操業への影響（グローバル）

53.1%

78.3%

35.5%

出典：NAM (National Association of Manufacturing) – 調査対象：558社 – 調査期間：2/28 – 3/9

今後数ヶ月において、オペレーションの変化が想定される

財務的な影響があると考えられる

既に、サプライチェーンの混乱に直面している



新型コロナウイルスによる経済、および操業への影響（国内）

出典：東京商工リサーチ

サービス業 9%

小売業 8%

卸売業 7%

運輸業 5%

その他業種 9%

新型コロナウイルス 影響・対応 業種別

営業や生産活動、イベント中止に伴

う受注、売上減

25.86%

国内消費不振

13.79%

インバウンド需要の低下

9.77%

その他

11.49%

新型コロナウイルスによる影響 要因別

製造業

62%

39.08%

サプライチェーンに

支障



中国への依存度が高く、一時的に素材や部品の供給が止まったりしている

新型コロナウイルスによるサプライチェーンへの影響

日本企業の海外子会社数

輸入品目別、中国からの輸入額（2020年2月）

25.2%
大企業、中小企業問わず

海外への進出先は
“中国”がトップ 38.4%

中国からの輸入額は
“製造業”がトップ



中国への依存度が高く、一時的に素材や部品の供給が止まったりしている

新型コロナウイルスによるサプライチェーンへの影響

日本企業の海外子会社数

輸入品目別、中国からの輸入額（2020年2月）

25.2%
大企業、中小企業問わず

海外への進出先は
“中国”がトップ

-40% : -2,675億円
中国からの輸入額 昨対比

38.4%
中国からの輸入額は
“製造業”がトップ

今回の新型コロナウイルス感染拡大に伴い、中国では稼働停止の工場が増加。
その影響を受け、中国に進出している日本企業はもちろん、現地サプライヤーにも支障があり、
日本企業のサプライチェーンに大きな影響を与えている。
そして今、”Reshore”、すなわち生産拠点の多様化や国内生産への回帰などが迫られている。



Reopen : 経済の再始動!!



V -字型

経済回復への道は、企業によって異なる
そのペースは18ヶ月から3年に及ぶかもしれない



V -字型 U -字型

経済回復への道は、企業によって異なる
そのペースは18ヶ月から3年に及ぶかもしれない



V -字型 U -字型 L -字型

経済回復への道は、企業によって異なる
そのペースは18ヶ月から3年に及ぶかもしれない



V -字型 U -字型 L -字型 Y -字型

経済回復への道は、企業によって異なる
そのペースは18ヶ月から3年に及ぶかもしれない



迅速な対応とビジネス回復のためのロードマップ

Reopen

再始動

Grow

将来の成長

Stabilize

安定化

リーダー(経営陣)の
透明性

従業員の
支援

顧客との
つながり

e.l.f. Cosmetics社
CMO

Kory Marchisotto氏

e.l.f. Cosmetics社
デジタル責任者

Ekta Chopra氏



リーダー(経営陣)の透明性

従業員の支援

顧客とのつながり

Stabilize : 会社を安定させる

新型コロナウイルスグローバルデータハブ

危機対応コミュニケーション

従業員、顧客、パートナーとの協働確認

新たな販売チャネルの提供

セルフサービス、FAQ、AIを活用したボット

Salesforce Care for Manufacturing

パートナーとの情報共有、連携の実現

ソーシャルメディア/コミュニケーション

各種申告、安否確認のワークフローの確立

デジタルマーケティングへのシフト

Web会議と連動したセールスプロセス

場所を問わないコンタクトセンター

コミュニケーション&コラボレーション

危機対応の計画を作成、迅速な意思決定を行う

社内、社外へのアナウンス（ビジネスの継続性）

再始動に向けた準備、計画

従業員の健康と安全の確保を最優先

リモートワークを可能にし、繋がりを確保

社内コミュニティーの確立

バーチャル（在宅）コンタクトセンターの実現

セルフサービスの充実

製造ライン、物流、医療関連事業の継続性確保



リーダー(経営陣)の透明性

従業員の支援

顧客とのつながり

Reopen : 事業を再始動させる

戦略策定のための連携

探索的分析の実現

インサイトを享受すべくAIの活用

短期プロジェクトマネージメント

事業再始動のためのソリューション

コラボレーティブなフォーキャスティング

非接触による販売（オンラインストア）

オムニチャネルサービス

非接触型のフィールド・サービス

リモート環境によるセールス

リモート環境によるサービス

リモート環境によるマーケティング

AppExchange 新型コロナウイルス リソースセンター

新プロセスのセルフラーニング

事業再始動におけるプロジェクト化

データからのインサイトよる意思決定

短期的なビジネスゴール、戦略の立案

オフィス、通勤の安全確保

新しいプロセスやツールの徹底

リモートワークの継続に伴う各種ケアの提供

需要と供給（サプライチェーン）の精度向上

製品のデジタル対応を促進

新しい販売、サービスチャネルを活用

NEW



リーダー(経営陣)の透明性

従業員の支援

顧客とのつながり

Grow : ビジネスを成長させる

デジタルファーストなネクストノーマルの推進

企業カルチャーの変革をリード

事業継続性の確保（New BCP）

デジタルによる全く新しい働き方

新規ビジネスに伴う新たな役割のリデザイン

組織、社内コミュニティーのカタチが変わる

デジタルによる予測型エンゲージメントの実現

顧客の期待を超えるエクスペリエンスの提供

将来に渡り、顧客の変化を先導する

（Leading Through Change）

DX



ビジネス回復に向けたステップ

効率性

俊敏性

安定性

Reopen

再始動

Grow

将来の成長

Stabilize

安定化

フォーキャストの精度向上
サプライチェーンの精度向上

製品供給の安定企業、従業員、生活の安定

テレワークへシフト

DXの実現による成長

デジタルへシフト

財務の安定

カルチャーのシフト

ペーパーレス、判子レス



ビジネス回復に向けたステップ

効率性

俊敏性

安定性

Reopen

再始動

Grow

将来の成長

Stabilize

安定化

フォーキャストの精度向上
サプライチェーンの精度向上

製品供給の安定企業、従業員、生活の安定

テレワークへシフト

DXの実現による成長

デジタルへシフト

財務の安定

カルチャーのシフト

ペーパーレス、判子レス



Salesforce Customer 360
DX（デジタル変革）のためのプラットフォーム

信頼できるプラットフォーム

迅速に効果を発揮

柔軟な設定と更新

スマートなアプリでアナリティクスとAIを活用

= 投資対効果の実現

セールス

顧客支援

パートナー

業種別
ソリューション

Trailblazerの支援、
再研修

従業員
エクスペリエンス

インテグレーション

アナリティクス

アプリ

コマース

マーケティング

サービス

プラットフォーム

モバイルブロックチェーン 画像 音声

セキュリティ プライバシー
アイデンティティ

コミュニティ ビルダー フロー

AI

40%

迅速な
コラボレーションと

意思決定

Source: 2020 Customer Success Metrics for the Manufacturing Industry

43%

より速い応答時間

34%

販売生産性の向上

44%

より速い
アプリの開発

45%

より高速な
ビジネスデータ分析



新型コロナウイルス危機下における
製造業界の顧客事例ご紹介

米国セールスフォース・ドットコム
Vice President and Chief Solutions Officer
Manufacturing Industry

Achyut Jajoo（アチュート・ジャジュー）

Email:ajajoo@salesforce.com

Salesforce Live : Manufacturing



私たちは製造業のお客様の声に耳を傾けています

従業員のリモートワークをどのように

実現すればいいのか？

変化する顧客ニーズに迅速に対応するには、

販売やサービスのデジタル化をどのように

進めていけばいいのか？

製品やサービスをオンライン販売する能力を

最大化するにはどうすればいいのか？

需要を洞察し、生産に必要な人員配置と

供給を決定するにはどうすればいいのか？

俊敏性を向上させ、データに基づく意思決定

を行うにはどうすればいいのか？

Tony Gondick
IT Business Strategy 
Manager
Kawasaki Engines

Henrik Ehrnrooth 
CEO
KONE Corporation



Vice President of Engines Division

Nelson Wilner

特別インタビュー



新型コロナウイルス危機の中、複雑なメンテナンスを
バーチャルで持続可能にする

拡張されたARビデオ・サポートを通じて、エンジニアとスタッフが修理および
メンテナンスをリモートで実行できるようにします。

設備の使用状況データを監視することにより、計画外のダウンタイムを回避し、
メンテナンスを積極的に推奨します。

従業員に各顧客の360度ビューを提供することで、より適切で迅速な意思決定を
行います。

一元化されたポータルを介して、よりはやく顧客を対応します。

カスタマポータル
ユーザー

ビデオ・サポート
コール



新型コロナウイルス危機下において個人用防護具(PPE)の
ホットラインを早期に立ち上げ

Blog: https://www.salesforce.com/blog/2020/04/3M-ppe-sales-team-agility.html

新型コロナウイルス危機の間、使い捨てN95マスク、病院用洗浄液、その他
の個人用防護具（PPE）の主要メーカーである3Mは、PPE価格高騰に伴い、
偽造品問い合わせに対応するホットラインを48時間以内で本番稼働させまし
た。

また、対面営業から在宅リモート営業への迅速なシフトを行うことで、顧客
関係を維持しつつ、PPEやその他必需品を適切なタイミングで顧客サイトに
届けることができました。

営業チームと販売代理店間の事業計画修正に透明性のあるコミュニケーショ
ンを実現

48時間
で

ホットライン立ち上げ

リモート
営業

への迅速なシフト

QUIPSALES SERVICE



新型コロナウイルス危機の間、多数のフォルクスワーゲン・サービス部門の従業員は、
VWグループネットワークにアクセスできず、短期的な作業の決定や
生産スケジュールなどの重要な情報を入手できませんでした。

社員と外部従業員へのコミュニティー（9,000ユーザ）をわずか2週間で実装し、
タイムリーな緊急事態コミュニケーションを提供しました。

当初、フォルクスワーゲングループ・サービス部門には、従業員の連絡先情報などの
完全なデータベースはありませんでした。
このソリューションは、フォルクスワーゲングループがオープンで透明な
コミュニケーションに対し、強い文化とコミットメントを維持するのに役立ちました。

全ての従業員に

新型コロナウイルス危機下においても

確実な情報アクセスを実現

2週間

で
ローンチ

COMMUNITIES

400人

が
5日間で登録

APPS



危機的状況は刻々と変化

ビジネスの
成長

会社の
安定化

多くの企業が再始動に目を向けている

事業の
再始動



従業員の健康状態チェックやフィードバックを
どのように行いますか？

工場のフロア、配送センター、地域、および企業のオフィスを
跨るグローバルオペレーションの従業員を、どのように追跡し、
シフトスケジュールを管理しますか？

健康の傾向をどのように監視し、どんな情報に基づき、
またどんなデータに基づいた意思決定を行い、安全性
を確保しますか？

新しい健康政策の手順について、
パートナー、従業員、請負業者を
どのように教育しますか？

新しい日常に合わせた対応が必要

再始動に向けて検討すべきことは山積み



安全にビジネスとコミュニティーを再開する
Tableau 新型コロナウイルス Data Hubからの専門的なアドバイスと、
信頼できるデータにより、迅速な意思決定を導きます

安全に職場へ戻る

従業員や職場の準備状況を評価し、再出社や人員配置をガイドするための
アプリ（コマンドセンターや手動での連絡先追跡を含む）を提供します

組織を再編成する
アドバイザリーサービス、ベストプラクティス、助成金・ボランティア
管理アプリなど、新しい世界へ向けてビジネスを再創造するための
お手伝いをします

従業員の再教育・スキルアップを行う
myTrailheadを使用して、学習コンテンツやウェルネスコンテンツを
配信することで、成長文化の構築を支援します

将来の危機への対応
保健、公共、または民間のサービスを割り当て、
手動での接触者追跡調査と緊急時の対応管理を可能にします

安全な事業再始動のためのソリューション
Work.comのご紹介

AVAILABLE

TODAY
NEW

https://www.salesforce.com/work/


セッションのご案内

Salesforce Live : Manufacturing



7/14 (火) 7/15 (水) 7/16 (木) 7/17 (金)

製造業が未来とつながる 製造業が顧客とつながる 製造業の業務がつながる 製造業のデータがつながる

13:00-13:20 (20m) 1-1
オープニング

10:00-10:20 (20m) 2-1 【事例講演】
NEC のパイプライン経営改革

日本電気株式会社

10:00-10:20 (20m) 3-1【事例講演】
全社業務改革プロジェクトにおいて Salesforce が果
たした役割とこれからの展望
東レエンジニアリング株式会社

10:00-10:20 (20m) 4-1【事例講演】
横河電機の DX 戦略

横河電機株式会社

13:20-13:50 (30m) 1-1【基調講演】
製造業とお客様がもっと近づく、深くつながる

10:30-10:50 (20m) 2-2
これからの“ニューノーマル”時代における B2B 企業
間取引の新たなつながり方

10:30-10:50 (20m) 3-2
アフターコロナにおけるサプライチェーンリスク対応

10:30-10:50 (20m) 4-2
ニューノーマルを見据えたアフターサービスの新しい
形

14:00-14:30 (30m) 1-2【MuleSoft 基調講演】
MuleSoft が実現するニューノーマルのためのイノベ
ーション

11:00-11:20 (20m) 2-3【事例講演】
「造ってから分かる、こうすれば良かった」
株式会社トヨタシステムズ

11:00-11:20 (20m) 3-3【事例講演】
Kawasaki Engines における営業支援・サプライチェ
ーン改革 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

11:00-11:20 (20m) 4-3
激しい環境変化へ適応するための AI およびBIの活用
に関して

14:40-15:10 (30m) 1-3【Tableau 基調講演】
ネクストノーマルが始まった今、やるべきこと

11:30-11:50(20m) 2-4
消費財メーカーにおけるDX 最前線

11:30-11:50 (20m) 3-4
顧客と「つながる」ことで捉える需要の変化

11:30-11:50 (20m) 4-4【スポンサー講演】
大変革期にある自動車業界に求められる DX
デロイト トーマツ コンサルティング合同会社

15:20-16:00  (40m) 1-4【特別講演】
経済産業省 製造産業局 参事官 ものづくり政策審議
室長 中野 剛志 氏

13:00-13:20 (20m) 2-5【事例講演】
ONEプラットフォームでつなぎ、「オールDNP」へ
大日本印刷株式会社

13:00-13:20 (20m) 3-5
レガシー ERP を API で解放し Salesforce と融合さ
せる新たなアプローチ

13:00-13:20 (20m) 4-5 【事例講演】
顧客視点で“優先順位”を考える
富士フイルム株式会社

13:30-13:50  (20m) 2-6
コロナ禍で待ったなし。ネクストノーマルを駆け抜け
る変革の鍵

13:30-13:50  (20m) 3-6
1 to 1で「つながる」自動車業界におけるアフターサ
ービスのあり方

13:30-13:50  (20m) 4-6
デジタル時代の販売価格戦略

14:00-14:20  (20m) 2-7
企業の行動変革を核とした PwC社の Global CRM 展
開事例のご紹介

14:00-14:20  (20m) 3-7【スポンサー講演】
事例に学ぶ。既存IT資産を有効活用する DX 戦略
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ

14:00-14:20  (20m) 4-7
Work.com 登場！

14:30-14:50  (20m) 2-8【スポンサー講演】
危機対応後の工場・サプライチェーンが求める顧客と
のつながり方
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ

14:30-14:50  (20m) 3-8【スポンサー講演】
オンラインで完結「リードから請回収まで」をつなぐ
販売DX
PwCコンサルティング合同会社

14:30-14:50  (20m) 4-8
デジタルで学びを届ける！ Salesforce における新し
い学び方

Salesforce Live: Manufacturing プログラム



製造業のサイロ化した環境は、DXにおいて大きな阻害要因
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