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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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法⼈向け証券業が直⾯する課題

フロント、ミドル、バックオフィスのプロセスのつながりの⽋如
電⼦メールとエクセルファイルでの管理は、⾮効率的なプロセス、透明性の⽋如、罰則、
不⼗分なCXにつながっている

担当者はガイド付きスクリプト・AI主導の次善アクションの推奨事項を使⽤できない
外部から供給されたクライアントインテリジェンスがない場合が多い

リソース確保からステークホルダーのエンゲージメントまで、取引管理が不⼗分
多くの業務は細分化され、商品ごとに整理されているため、コラボレーションが限られており、
スタッフのコンプライアンスに準拠した取引の可視性、説明責任、および間違いから学ぶ能⼒が
不⾜している

変化する市場、クライアントのニーズに迅速に適応できない
コロナ禍による市場の混乱は⼤きく、⼀部は資⾦需要ニーズの恩恵を受けたが、
苦労したクライアントは多く、ソリューションを提供するまでに時間がかかった
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マーケティング

リード創出投資
の⻑期に渡る結
果を、⼿に⼊れ
ることは難しい

営業マネージャー

お客様との関係を深め
ることに集中すること
を要求されるが、あま
りにも営業以外の業務
に時間を取られている

リスク/
コンプライアンス
我々のプロセスによっ
て顧客や⾏員の体験を
下げたく無いが、

当局の規制も厳しい
業務部

ミドル・やバッ
ク業務への新し
いテクノロジー
投資が進んでい

ない

コンタクトセンター

お客様情報が不
⾜していること
があるが、その
コンテキスト

(理由・状況) が
全く⾒えない 商品担当

お客様から既に提供
して頂いた情報を、

再度尋ねている
可能性が⾼い

顧客サービスは全社で、快適な顧客体験を提供しないといけない

リードの
創出

リードから
⾒込み客へ

⾒込み客から
顧客へ

顧客から
取引へ

取引から
サービスへ

サービスから
契約更新、拡張へ

⾏員・アドバイザー

新しい顧客をオン
ボーディングする
のに、9つのシス
テムを経由しない

といけない

顧客
「なんて⼤変な体験
だったんだろう︕
しかし、これだけ
情報を提出しても、

私の事をまだ
わかっていない」

エグゼクティブ
顧客エクスペリエンスとコンプ
ライアンス準拠のバランスを
取らないといけない

CIO/CTO
バックの業務プロセスをフロント営
業要員が利⽤するには、
レガシー技術基盤では困難を極めた

データオフィサー
集められる機密情報を正しく取り
扱い、保護しつつ、お客様の為に
価値を提供する必要がある
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B2C & B2Bリレーションシップモデル
および⾦融特化のデータモデル

⾦融特化の機能や業務プロセス

インテリジェンス／アナリティクス

デジタルエクスペリエンス

パートナーエコシステム

Salesforceプラットフォーム
（Sales Cloud & Service Cloud）

⾦融機関のDXを実現する Financial Services Cloud



Financial Services Cloudのホールセール向け機能

顧客との関係性を深める
差別化となるインサイトを提供し、より多くの案件
の獲得へ

顧客関連のプロセスを⾰新
案件パイプラインとライフサイクル管理のためのツ
ールとビジネスプロセスを最適化

コンプライアンス遵守
コンプライアンスのフレームワークとワークフロー
を使⽤し、顧客のニーズにあわせて対応

柔軟でスケーラブルな顧客中⼼統合プラットフォームで最新の証券業務サポートを実現



デモンストレーション



顧客との関係性を深める

差別化となる顧客のインサイトを提供
組織階層、主要なインフルエンサー、顧客の関⼼
など、クライアントの360度のビューを取得し、
コンテキストを持ったアクションを推進

顧客のインタラクションを強化
取引のアイデアを提案し、外出先でもコール
レポートを効率的に捕捉して、顧客の関⼼を追跡

顧客との関係性を管理
関係性のインテリジェンスでクライアント⽀援
チームを管理。 Webクローラーを使⽤して、
顧客や⾒込み顧客の中で主要な影響⼒を持つ⼈々
との隠れたつながりを発⾒

差別化となるインサイトを提供し、より多くの取引契約を獲得



顧客関連のプロセスを⾰新

案件パイプラインとライフサイクル管理のためのツールとビジネスプロセスを最適化

案件のコラボレーション
案件チームを作成し、案件チームのメンバーが
案件データを更新して案件の⾒込みについて
レポートできるようにする

案件ライフサイクルの管理
案件のライフサイクル全体で主要なアクティビティを
追跡し、アクションプランとフローを使⽤して、
ビジネスプロセスの効率とクライアント
エクスペリエンスを向上

案件のパイプラインの最適化
案件成⽴の勝率と収益性の分析を活⽤し、
追求する将来の案件についてのインサイトを取得



コンプライアンス遵守
コンプライアンスのフレームワークとワークフローを使⽤して、
クライアントのニーズに協⼒して対応

コンプライアンス抵触チェックを促進
カバレッジを管理し、チームメンバーの役割を処理し、
抵触の解消と部署間の情報の共有に基づいた承認を⾏う

コンプライアンスに準拠したコラボレーション
⾮公開情報を含むクライアントエンゲージメントと案件デ
ータを、チームメンバーの役割に基づいて
コンプライアンスに準拠した⽅法で共有する。
担当者とコントロールルームがコンプライアンスに
準拠したデータ共有を可能にする

クライアントのオンボーディングを最適化
オンボーディングプロセスをワークフローで調整して
複雑さを軽減し、新しいクライアントのエクスペリエンス
を向上



Tableau CRM for Financial Services

Financial Services Cloud⽤に開発
組み込まれた⾦融⽤KPIとベストプラクティスにより、短
期間に⽣産性を向上

Actionable AIによる拡張
業務プロセスにインテリジェンスを与え、素早くアクシ
ョンにつなげる

クリックによるカスタマイズできるノーコード環境

様々なデータをカスタムアプリで取り込み、業務の課題
を解決

セールスフォースにネイティブな環境
同等のUI、業務ロジック、データ層、そして、セキュリ
ティとアクセス権限



Salesforceがロードショーのマーケティングと管理を総合的に⽀援
計画、マーケティング、実⾏、フォローアップ

参加者のエンゲージメント
⦿パーソナライズされたジャーニーとコミュニティ
を通じて、パーソナライズされつながりのある
エクスペリエンスを参加者に提供
⦿参加者のデータを統合して、アカウント、以前の
リードと連絡先、関連する関⼼領域の360度の
ビューを通じて、より多くのリードを誘致し
コンバージョンを⾏う

社内業務の最適化
⦿社内業務（計画、コラボレーション、実⾏、
コミュニケーション）をインテリジェントな
ワンクリックによるプランニング、リアルタイム
のイベント監視とインサイトを備えた単独のCRM
でまとめて最適化

62％
がマーケティング

の品質に基づいて
出席すると回答



Salesforceの法⼈＆投資銀⾏業務への取り組み



ウェルス
マネジメント 保険 銀⾏ レンディング

Financial Services Cloudでカスタマーサクセスを後押し



Financial Services Cloudの進化

リテール
バンキング

世帯管理 顧客・⽀店向け機能
紹介管理 アクションプラン ライフイベント

ビジネスマイルストン
Actionable

Relationship Center

2016 2017 2018 2019 2020 2021

コマーシャル
バンキング 保険 キャピタル

マーケット
年3回
⾦融特化
リリース

⾦融業界共通機能の進化



エンゲージメントレイヤー Experience Cloud for Financial Services

CIBデータモデル組織階層
顧客

インタラクション

取引/当事者
/商品

インタラクション

サマリー

Corporate & Investment Banking Product Architecture

Customer 360

取引

パイプライン分析

取引

収益性分析
音声通話レポート 自然言語クエリー

インテリジェンス
レイヤー

Partner Ecosystem

顧客の

プロフィール

と興味

顧客

カバレッジチーム

インタラクション

・コールレポート

取引および

取引チームの管理

可視性と

エンタイトル

メント

アクションプラン顧客階層

インテリジェント

ドキュメント

オートメーション

スケジュール予約アンケートSales Cloud  Service 
Cloud

顧客

リレーションシップ
取引チーム

共通サービス

リレーションシップ

インテリジェンス



まとめ

• 顧客との関係を深めるインサイトを提供し、顧客とのインタラクションを強化

• コラボレーションによる⾼いエンゲージメントと取引の管理をサポート

• Financial Services Cloudは、変化する市場、顧客のニーズに迅速に適応する、
柔軟なプラットフォームを年3回機能拡張

• コンプライアンス遵守をサポート

• キャピタルマーケットビジネスにおける顧客起点DXの実現



Thank You


