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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, earnings per share, operating cash flow growth, operating 
margin improvement, expected revenue growth, expected current remaining performance obligation growth, expected tax rates, stock-based compensation 
expenses, amortization of purchased intangibles, shares outstanding, market growth, environmental, social and governance goals, expected capital 
allocation, including mergers and acquisitions (such as the proposed acquisition of Slack Technologies, Inc.), capital expenditures and other investments, 
expectations regarding closing contemplated acquisitions and contributions from acquired companies. 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 it makes.  The risks 
and uncertainties  referred to above include those factors discussed in Salesforce’s reports filed from time to time with the Securities and Exchange 
Commission, including, but not limited to: risks associated with our ability to consummate the proposed Slack Technologies, Inc. transaction on a timely 
basis or at all; our ability to successfully integrate Slack Technologies, Inc.’s operations; our ability to realize the anticipated benefits of the proposed 
transaction; the impact of Slack Technologies, Inc.’s business model on our ability to forecast revenue results; disruption from the transaction making it more 
difficult to maintain business and operational relationships; the impact of, and actions we may take in response to, the COVID-19 pandemic, related public 
health measures and resulting economic downturn and market volatility; our ability to maintain service performance and security levels meeting the 
expectations of our customers, and the resources and costs required to avoid unanticipated downtime and prevent, detect and remediate performance 
degradation and security breaches; our ability to secure and costs related to data center capacity and other infrastructure provided by third parties; our 
reliance on third-party hardware, software and platform providers; 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; current and potential litigation 
involving us or our industry, including litigation involving acquired entities such as Tableau; regulatory developments and regulatory investigations involving 
us or affecting our industry; our ability to successfully introduce new services and product features, including any efforts to expand our services beyond the 
CRM market; the success of our strategy of acquiring or making investments in complementary businesses and strategic partnerships; our ability to compete 
in the market in which we participate; the success of our business strategy and our plan to build our business; our ability to execute our business plans; our 
ability to continue to grow unearned revenue and remaining performance obligation; the pace of change and innovation in enterprise cloud computing 
services; the seasonal nature of our sales cycles; our ability to limit customer attrition and costs related to those efforts; the success of our international 
expansion strategy; the demands on our personnel and infrastructure resulting from significant growth in our customer base and operations; our 
dependency on the development and maintenance of the infrastructure of the Internet; our real estate and office facilities strategy and related costs and 
uncertainties; fluctuations in, and our ability to predict, our operating results and cash flows; the variability in our results arising from the accounting for term 
license revenue products; the performance and fair value of our investments in complementary businesses through our strategic investment portfolio; our 
ability to protect our intellectual property rights; our ability to develop our brands; the valuation of our deferred tax assets and the release of related 
valuation allowances; uncertainties regarding our tax obligations in connection with potential jurisdictional transfers of intellectual property; uncertainties 
regarding the effect of general economic conditions; and risks related to our debt and lease obligations.
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“ビジネスは変⾰のための最良
のプラットフォームである”
Business it the greatest platform for change.



信頼
コミュニティの健全性と安全、
プラットフォームの⾼い信頼性を確保する

カスタマーサクセス
全てのお客様の迅速なビジネスの回復に注⼒

イノベーション
企業がどこからでも組織を運営することが
できるよう新しいソリューションを提供

平等
世界において社会の不平等の影響を
最も受けた⼈々を⽀援

ステークホルダーと共有する価値



気候変動の深刻化と社会の潮流



気候変動はビジネスリスク

$30T
グローバルな

サステナビリティ
投資

#1
企業成⻑に

とってのリスク

44%
企業の対応は

不⼗分と
考えている

出典︓
1. The KPMG COP Outlook (2019年）
2. Global Sustainable Investment Review 2018 
3. IKEA Climate Action Study (2018年）



最低気温と
最⾼気温の上昇

豪⾬の増加

氷河の減少

直接的
気候変動の
影響

永久凍⼟層の溶解

海⽔⾯と
海⽔温度の上昇



気候変動の
経済的影響の対応

害⾍や病原菌の
増加

気温上昇と
熱波による

健康リスクの増加

間接的
気候変動の
影響

⽣物学的多様性の
減少

飢饉と⽔危機



パリ協定の発効
産業⾰命前と⽐較して、気温上昇を2°C未満、
⽬標1.5°C未満に抑える。今世紀後半には、世
界の温室効果ガス排出量を実質ゼロへ。

原単位の改善のみならず、
温室効果ガス排出量の⼤幅削減が必要

⇩
化⽯燃料産業の投資撤退

再⽣可能エネルギー需要の⾼まり
バリューチェーンマネジメントの必要性

削減⽬標設定と企業の脱炭素貢献
温室効果ガス削減政策/規制の進展

（出典）United Nations Framework Convention on Climate Change



世界の潮流

サプライチェーン全体での排出量削減
- サプライチェーン全体でのCO2排出量の削減

グリーン・リカバリー（緑の回復）
- 欧州グリーンディール

カーボン・ネガティブ
- 100%再⽣可能エネルギー化
- ネット・ゼロのコミットメント

2050年までにCO2排出実質ゼロ
- 加えて、2030年までの野⼼的な取り組み



SalesforceでのSustainabilityの取り組み



カーボンニュートラルなクラウド
環境を配慮したカスタマーサクセスプラットフォームを提供

Sustainability Cloud *国内ローンチ準備中

CO2排出量を追跡・分析・報告し、脱炭素化を推進するソリューション

気候政策に対する働きかけ
脱炭素社会に向け、政府のエネルギー政策に対して提⾔

従業員のエンゲージメント - Earthforce
5⼈に1⼈が環境チームの⼀員として主体的に活動

Salesforce Tower Tokyo
LEEDテナントビル部⾨ゴールド認証、オフィス資材やインテリアも環境配慮

Salesforce Japanのサステナビリティ
脱炭素社会の実現を⽬指して

FY2022までに
再生可能エネルギー化

100%

*2019年、Barronʼsの選ぶ
サステナビリティ・
ランキング第11位
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情報開⽰/レポート・⽩書

HQ作成の
⽩書・ガイド

⽇本語版

ステークホルダー・

インパクト・レポート

HQ作成の
ESGレポーティング

⽇本語版

脱炭素 E-Book

環境サステナビリティ⽩書

⽇本独⾃の
⽩書・E-Book



Salesforceの1億本の樹⽊のコミットメント

World Economic Forumの
1兆本の⽊を育て、回復させ、保全する

グローバルイニシアチブ
⽣物多様性を回復、気候変動を⾷い⽌めます。

Salesforceは
今後10年間で1億本の⽊を育て

回復させ保全する⽬標にコミットしています。



インパクト投資を通じて社会課題の解決を促進

1万社以上が参加

PLEDGE

1%

10年超の投資活動
累計400社超・23カ国

での投資実績

Salesforce Venturesインパクトファンド

ソーシャル・セクター
向けテクノロジー

Salesforce Ventures（CVC部⾨）

多様性、公平性
インクルージョン教育 + 就労⽀援

気候変動対策

今⽇の最も差し迫った社会課題に取り組むクラウド企業の成⻑を加速



Highlights Team

Angazaは、東アフリカなど新興市場にて、送電網環境にアクセスできない⼈々が⼈⽣を変えるク
リーンエネルギーへの⽀払いを可能にする都度払い（pay as you go）の技術を⽣み出しました。

● 30か国、約250万⼈以上の⼈々にクリーンな再⽣可能
エネルギーを提供し、貧困状態の⼈々の$50M以上のコ
スト節約を実現。

● 結果としてクリーンテック企業の製品売り上げが5倍に。
● 2018 Skoll Award for Social Entrepreneurship受賞
● 現時点の資⾦調達額︓$16M

Lesley Marincola, 共同創業者、CEO

Victoria Arch, 共同創業者、COO



企業としてサステナブルDXに取り組むべき理由



サステナブルなデジタルトランスフォーメーションを実現

サステナビリティ デジタルトランス
フォーメーション

環境・地球へのアクションもデータで可視化

⾏政
メディア医療

建設
⼩売

⾦融エネルギー
製造 旅⾏・ホテル



トレイルブレイザーのサクセス＆コミュニティ・世界No.1のCRM・短期間で価値を創出・優れた拡張性と柔軟性
Salesforce Customer 360

持続可能な市場
評価と成⻑戦略

ステークホルダー
へのメッセージ

循環型
eコマース戦略

サプライヤー
インテグレー

ションESG 
プラットフォーム

社会課題解決型
ソリューション

ESG 有志の
従業員グループ

ESG パートナー
AppExchange

顧客との持続
可能性戦略

⾃動化

エクスペリ
エンス

インテリ
ジェンス

ワークフロー パーソナライ
ゼーション ローコード

信頼できる
唯⼀の情報
源（SSOT）

Sustainability
スキルアップ

プライバシーデータ ストリーム セグメント

アプリ Web チャネル ボット

持続可能な
サービス提供

Sustainability
インサイト/分析

顧客、ステークホル
ダー、従業員



Sustainability Cloudのご紹介



企業のCO2排出量を追跡・分析・報告
を推進するためのソリューション

1. CO2排出量の追跡を迅速に正確に実施
2. 脱炭素対応状況を表すダッシュボード
3. 監査プロセスの可視化
4. ⽀社・調達先含めたグローバルでの利⽤

脱炭素経営を⽬指す企業を⽀援するアプリケーション
Sustainability Cloudの概要



セールスフォース ・ドットコムにおける
Sustainability Cloud 活⽤の成果

● 環境会計コストの削減
● 省エネ機会の特定と優先順位づけ
● インパクトある環境プロジェクトに注⼒
● 投資家コミュニティとさらなる信頼を構築

70% の
時間を節約

6ヶ⽉の排出量算出業務が6週間に短縮

Shengyuan Su
Sustainability Program Manager



Demo



Thank You


