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企業リーダーに伝えたい、
営業活動におけるデジタル化の真価



This presentation contains forward-looking statements about the Companyʼs 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 Companyʼs 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 Salesforceʼs 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.ʼs operations; our ability to realize the anticipated 
benefits of the proposed transaction; the impact of Slack Technologies, Inc.ʼs 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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企業リーダーに伝えたい、
営業活動におけるデジタル化の真価



Strictly Confidential

171億ドル
2020年度

2018年度と2017年度の売上は、
新しい収益認識基準ASC 606に従
い再計算。それ以前の会計年度に
ついては、ASC 605基準を適⽤。
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「世界を変える企業」
リスト

*

「従業員と地域社会に
貢献するTOP50社」

第1位

世界で最も
持続可能な企業

世界で最も
⾰新的な企業

フューチャー企業
50 社 TOP10

働きがいのある
グローバル企業

セールスフォース・ドットコムとは
〜カスタマーサクセスを実現するために〜

132億ドル
2019年度

ポイント︓会社規模
• 従業員数︓30,000⼈
• 売上規模︓1.4兆円
• 年間成⻑率︓20〜30%

ポイント︓ビジネスモデル
・従量課⾦(サブスクリプション)
• 平均構築期間︓3ヶ⽉

ポイント︓⾼い継続率
• 定着化⽀援専⾨部⾨による
活⽤⽀援サポート

本社 ⽶国セールスフォース・ドットコム
所在地 : サンフランシスコ、他27カ国でビジネス展開

創業・サービス開始 ⽶国 : 1999年創業 2000年サービス開始
⽇本 : 2000年創業 2001年サービス開始

事業内容 顧客管理 (営業・サポート・マーケティング)分野の
クラウドアプリケーション及びプラットフォームの提供

FY20年間売上 171億ドル

従業員数 約30,000⼈ (2018年1⽉31⽇)

採⽤社数 15万社以上



Strictly Confidential

営業⽀援市場で
No.1

カスタマーサービス市場で
No.1

世界のCRMアプリケーションの市場シェア
（2019年度上半期、IDC発表）

世界の営業⽣産性、管理アプリケー
ションの市場シェア（2019年上半期
売上⾼ベース、IDC社発表）

世界のサービスアプリケーションの市場
シェア（2019年上半期売上⾼ベース、
IDC社発表）

CRMで
No.1

マーケティング市場で
No.1
世界のマーケティングキャンペーン
管理アプリケーションの市場シェア
（2019年度上半期、IDC発表）
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出典：IDC社、『Worldwide Semiannual Software Tracker』（2019年10月）。CRM市場には、IDC社が
定義する、営業チームの生産性と管理、マーケティングキャンペーン管理、カスタマーサービス、

コンタクトセンター、広告、デジタルコマースアプリケーションの各機能別市場が含まれる。

IDC社は、複数企業間の売上ベースの市場シェアの差異が0.5%ポイント以下の場合、
世界ソフトウェア市場で統計上互角と見なす。

Salesforce – 世界No.1のCRM



デジタルコミュニティ
の拡⼤

デジタルな働き⽅の
サポート

デジタルアプリの
重要性

デジタル化の進⾏が加速

デジタルチャネルへの
移⾏



デジタル化の取り組みの開始/加速で26%程度

約半数(57%)が「以前より
は進めている」となる。全体
通じて関東が取り組みが進ん
でいる

当社による独自調査 帝国データバンクデータによる電話ヒアリング調査を実施
経営者向けアンケートから読み取る中小事業者の最新状況

有効回答サンプル：3,484件

以前よりは進んでいるコロナをきっかけに取り組み始めた

コロナをきっかけに取り組みを加速させた 取り組んでいない
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⼈員やリソース削減のための業務効率化が2/3を占める

当社による独自調査 帝国データバンクデータによる電話ヒアリング調査を実施
経営者向けアンケートから読み取る中小事業者の最新状況

有効回答サンプル：2,896件

コロナ渦による企業の危機的な
経営資⾦の事情よるものと推察
され、中⼩企業経営者の苦労が
感じ取れる。

人員やリソース削減のための業務効率化



経営に活かせているの回答は25%に留まる

当社による独自調査 帝国データバンクデータによる電話ヒアリング調査を実施
経営者向けアンケートから読み取る中小事業者の最新状況

有効回答サンプル：2,896件

約75%はデータ分散やペー
パー書類の混在などの何らかの
課題感を持っている。

何らかの課題を保有

社内外のデータ収集・分析し、経営に活かしている



デジタルへの移⾏は困難

企業 顧客

データのサイロ化

デジタル化への課題

レガシーシステム
⼀貫性のないエクスペリエンス



デジタル化の真価
（真のデジタルトランスフォーメーション）

データの記録 データの活⽤



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

セールス

マーケティング

コマース

インテグレー
ション

プラットフォーム

業界別
ソリューション

従業員

パートナー

顧客⽀援

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）

トレイルブレイザーの
⽀援、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

サービス

アナリティクス



Sales Cloud
デモンストレーション



課題 解決策 効果

導⼊クラウド

4年間で売上110％を実現し
Salesforceビジネスに参戦

-濵⽥ 修⼀⽒
代表取締役

“ Salesforceがなかった頃は、会社へ⾏かなければお客様の情報
がわからず、業務を回せませんでした。おそらく今回の新型コロ
ナ禍のような事態には対応できなかったでしょう ”

研⽂堂

Salesforceビジネスに参⼊し、多く
の社員が認定アドミニストレーター
の資格を取得

⾏動履歴やスケジュール、商談など
の情報を⼀元管理し、社員・部⾨間
の連携を強化

市場が縮⼩傾向にあり、“将来に夢
を持てる会社”への変⾰が求められ
ていた

社内の情報共有不⾜により、機会損
失や顧客満⾜の低下を招いていた

クラウドビジネスを事業の第⼆の柱
として確⽴し、さらなる成⻑の⾒通
しが⽴った

機会損失の低減により4年間で売上
110％、メンテナンス業務効率化で
⽣産性1.5倍に

is a

Sales Cloud

Salesforce Platform

「将来に夢を持てるビジネスを︕」



これからはリアルとデジタルがシームレスに融合する世界

企業⽂化の変⾰

ビジネスプロセス
制度改⾰

インフラの
整備

DX



デジタル化の真価
（真のデジタルトランスフォーメーション）

データの記録 データの活⽤



Thank You


