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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.



公衆衛生の
危機

経済の
危機

ビジネスの
危機

私たちは未曾有の危機に直面している



力を合わせ、ともに進む



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



再始動に向けて検討すべきことは山積み

新しい日常に合わせた対応が必要

オフィスの再開に向けた準備状況をどう評価するか？

新しい日常に合わせて業務をどう再構築するか？

安全な再始動のための指針を
どこで入手できるか？



Work.com 

コミュニティと企業を安全に再始動
Tableauの新型コロナウイルスデータハブの信頼性の高
いデータにより、迅速な意思決定をサポート

オフィス再開

Command Centerや、手動によるコンタクトトレーシ

ング（接触者追跡）など、従業員と職場の準備状況を評
価するアプリを提供し、出社再開と人材配置を支援

組織の再構築

新しい日常に適応するための組織改革を支援するアドバ
イザリーサービス、ベストプラクティス、助成金および
ボランティア管理アプリを提供

従業員のスキルアップ

学習や健康に関するコンテンツキットを用意、
myTrailheadで成長志向の企業文化育成を支援

再始動への道しるべ

新発表

No.1のCRMプラットフォームが基盤



安全な再始動

エキスパートの
指針を取り入れ

ビジネスの再構築

エコシステムを
利用した拡張

オフィスの再開

Work.com製品を
活用

再始動への道しるべ

Work.comのテクノロジー、インサイト、エキスパートのアドバイスの詳細



安全な再始動

エキスパートの
指針を取り入れ

ビジネスの再構築

エコシステムを
利用した拡張

オフィスの再開

Work.com製品を
活用



Work.com製品
世界No.1のCRMプラットフォームを基盤に、コミュニティと企業の安全な再始動を支援

Workplace 
Command 
Center

リーダーの意思決
定とアクションを
支える一元的ハブ

従業員

健康チェック

従業員の健康状態
を安全に検査して
評価

シフト管理と

プランニング

施設と従業員のシ
フトスケジュール
を調整

学習と健康のための

myTrailhead

新しいビジネスニ
ーズに合わせて従
業員をスキルアッ
プ

パートナー
ソリューション
連携機能を備えた、
すぐに使えるパー
トナーアプリとソ
リューション

近日提供予定 近日提供予定 近日提供予定

近日提供予定 近日提供予定



データにもとづく意思決定を実践

公開データと非公開データを1か所にまとめてリーダー
の意思決定を支援

従業員と職場の準備状況を把握

従業員の健康とトレーニング、シフトスケジュール、
施設の対策状況を管理

インサイトにもとづいて迅速にアクション

業務や拠点の再開に関連するワークフロー、アプリ、
アクションと連携

データとアプリを連携

一元管理された信頼性の高いデータを分析してアクショ
ンにつなげ、パートナーのアプリやソリューションを

利用してさらに活用範囲を拡大

近日提供予定Workplace Command Center

オフィス再開の準備状況を一元管理



Workplace Command Centerで必要な情報を一元管理

トレーニング受講
状況

パートナー

ソリューションで拡
張

従業員の健康状況

公共データの可視化

シフトの状況



オフィス再開の準備状況を判断

オフィス再開の可否を評価するためのデータを収集

従業員健康アンケートを作成

標準のアンケートを個別の要件に合わせてカスタマイズ
し、フォローアップをトリガーするフローを作成

健康状態の傾向を把握

従業員の出社再開に関してデータにもとづく判断をする
ためのインサイトを入手

従業員の健康データの保護

従業員の健康情報のプライバシーとセキュリティを
確保

近日提供予定従業員健康チェック

従業員の健康と安全をモニタリング



従業員向けmyTrailhead

学習や健康に関するコンテンツを提供

必要な変化に対応
新しい働き方やビジネスニーズを把握し、必要な
変化に対応

学習コンテンツを速やかに公開
標準で用意されているコンテンツキットを利用して、

出社再開する従業員のためのベストプラクティスを
すばやく提供

企業全体で進捗状況をトラッキング
Trail Trackerコンポーネントでトレーニングの完了
状況を把握

近日提供予定



職場管理
職場、施設、リソースをモデル化

シフトデザインとキャパシティ管理
シフトに優先順位を付けて密集を回避

従業員の出社適格性とケア
従業員の出社適格性と対応可能性に関するガイドライン
に沿った従業員ローテーションを作成

到着時間と確認の通知
物理的な間隔や休憩のスケジュールを調整する ことで、
大規模な密集や密接を防止

シフト管理とプランニング

安全なオフィス再開のためにシフト管理を効率化

近日提供予定



すぐに使えるアプリとソリューション

ISV、コンサルティングパートナー、Salesforce Labsが
開発

さまざまな業界の多様なユースケースを網羅

事業継続計画の策定、サプライチェーンの適応、施設訪問者

の管理など、職場の再開に必要な各種ソリューションを提供

お客様の課題に関連する各種情報を提供

ブログ、ソートリーダーシップ記事、お客様事例を紹介

AppExchange

広がるパートナーソリューション

AppExchangeのリソースページにアクセス

近日提供予定

https://appexchangejp.salesforce.com/mktcollections/curated/c19responseJP


ビジネスの再構築

エコシステムを
利用した拡張

オフィスの再開

Work.com製品を
活用

安全な再始動

エキスパートの
指針を取り入れ



アドバイザリーサービスとベストプラクティスでビジネスの再構築を支援

Work.comとパートナーエコシステム

働き方と暮らし方の
イノベーションを促進する

アクセンチュア社のソリューション

オフィス再開をサポート
するDeloitte Digital社の
ソートリーダーシップ

変化の時代を乗り切るためのDX

（デジタル変革）を実現する
PwC社のサービス



オフィスの再開

Work.com製品を
活用

安全な再始動

エキスパートの
指針を取り入れ

ビジネスの再構築

エコシステムを
利用した拡張



専門家のアドバイスと信頼性の高い情報をWork.comで入手

各分野のエキスパートからの最新の提言

新型コロナウイルス対応の
Playbook

ネクストノーマルに適応し、回復力
を高めるためのフレームワーク

これからのオフィス清掃手順に
関するDavid Agus博士の提言

ネクストノーマルに適応し、回復力を
高めるためのフレームワーク

オフィス再開に向けて検討す
べき9つのポイント

Salesforceの不動産担当EVP、

Elizabeth Pinkhamが指針を公開



Work.comの詳細

Work.comにアクセス デモを見る（日本語） Playbookをダウンロード（日本語）

※日本語サイトは近日公開予定

http://work.com
https://salesforce.vidyard.com/watch/1ARrXgCEydVMDge8YXPAUo?
http://salesforce.com/form/pdf/covid19-response-playbook/


力を合わせ、ともに進む




