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予算管理の設定とダッシュボード情報  

1. 予算管理機能とは？ 

この機能を使うとプログラムの支出を全体的に把握することができます。概要、詳細なダッ

シュボード、通知によって、不測の事態に対する正しく明確な計画や対応を強化する実用的

な見通しを提供します。 

進行中のすべての支出データを一か所で確認し、自分の支出の影響を承認前に把握すること

ができます。PC や SAP Concur アプリから指先ひとつで確認可能なため、どこにいてもビ

ジネスに最良の選択をすることができます。可視性は管理に直結します。項目を優先順位付

けして無駄な支出を防ぐことができ、予算を最大限に活用する機会を逃すことはありません。 

主な機能: 

• 概要を図で示したダッシュボードにより、詳細な支出情報とともに予算の確認が可

能 

• 原価対象を使ってビジネス ニーズに完全に一致する予算を追跡 

• 監査ルールを識別し、支出管理を維持 

• ロール管理を設定し、適切なレベルへの表示と組織をまたぐ管理が可能 

• お使いの会計システムと公開 API でシームレスに連携し、より優れた会計管理・可

視性で組織と深く繋がる 

• 不測の事態を回避するメール アラート 

• モバイル連携により、いつでもどこでも作業可能 

2. 予算管理機能の利点とは？ 

この機能は、予算を可視化、実用化、リアルタイムに反映します。経費精算、事前申請、請

求書処理、および出張予約からの入力を集約することで、マネージャーは支出を、その発生
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時に包括的に把握することができます。プロアクティブな計画をすることが出来るようにな

り、不測の事態に対しても確実で正確な対応をすることができます。また、公開 API を介

した連携によって財政管理の効果と可視性を高め、予算管理機能の利点をさらに広く組織に

拡張します。  

予算所有者またはマネージャーは、以下の操作ができます。 

• 一か所にすべて集約された予算概要や、所有または共有している予算の高レベルな

概要を含む詳細なダッシュボードへのアクセス。支出済、保留中、予算の残額など

の現在のデータがひと目でわかります。 

• 支出を承認する際に、予算の影響を確認できます。また、その項目を承認すること

で予算を超過するかどうかも確認できます。 

• SAP Concur アプリで予算をどこからでも管理することができます。 

• 最も重要な情報についてのみアラートを受け取ることができます。予算の上限に到

達する直前や超過した時にアプリやメールから通知を受信して、すぐに適切な対応

を取ることができます。 

3. 予算管理機能の対象者とは？ 

予算管理機能は、この機能をご利用のお客様企業の予算所有者や予算承認者／マネージャー

としてマークされているユーザーが利用できます。 

4. 予算管理機能に提供されるデータとは？ 

予算管理機能は、Concur の経費精算、事前申請、請求書処理、および出張予約からのデー

タ（TripIt、TripLink、ExpenseIt、Hipmunk、およびクレジット カードからの夜間フィー

ドを含む）から情報を得ます。経費精算レポートは、取引明細および突合レポートを含みま

す。  
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5. 予算管理機能が利用可能な市場は？ 

予算管理機能は、すべての地域で利用できます。   

6. サポートされているエディションは？ 

Standard Edition および Professional Edition です。   

7. Standard Edition と Professional Edition の予算管理機能の主な違いは？

Professional Edition の設定はなぜ有償なのですか？ 

 

機能 Standard Edition Professional Edition 

データの対応付け データの対応付けは、コスト追跡のフィール

ドから自動的にコピーされます。この違いに

より、Standard Edition の追跡データ フィ

ールドは、予算フィルタリングのソースに限

定されます。 

データの対応付けは、（出張／購入）申

請、経費精算レポートまたは請求書処理の

予算追跡フィルターおよびカスタム フィー

ルドで設定します。Professional Edition で

は、予算フィルターとして、カスタム フィ

ールド、組織単位フィールド、および一部

のシステム フィールドを選択できます（追

加の設定費用が発生します）。  

経費の承認者および

申請の承認者向けの

予算の発生日 

Standard Edition では、予算の発生日は利用

できません。 

申請の承認者および経費の承認者は、予算

の発生日機能を使用して、予算期間を決定

する取引日を上書きすることができます。 

 

たとえば、取引日が 6 月で予算の発生日が

7 月の場合、予算期間である 7 月の項目が

取り込まれます。 

テスト予算 Standard Edition では、テスト ユーザーが

サポートされていないため利用できません。 

請求書処理および経費精算では、特定の予

算シナリオに対してテストが必要なお客様

へテスト予算をサポートしています。テス

ト予算はテスト ユーザーからのみ取引を取

り込みます。 
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8. サポートされている言語は？ 

予算管理機能は、ドイツ語、フランス語（ヨーロッパおよびカナダ）、ハンガリー語、スペ

イン語（ヨーロッパおよび南米）、イタリア語、日本語、オランダ語、ブラジル ポルトガ

ル語、スウェーデン語、中国語（繁体字および簡体字）、英国英語、チェコ語、デンマーク

語、フィンランド語、韓国語、ノルウェー語、ポーランド語、およびロシア語で利用可能で

す。 

9. 予算管理機能は SAP Concur アプリの一部ですか？ 

はい。SAP Concur アプリを使用して、Android または iPhone のどちらからでも予算を確

認できます。SAP Concur アプリでは、予算ダッシュボードの概要、および各タイプの支出

が予算全体に及ぼす影響を確認できます。 

10.  価格は請求書処理の主要サービス、または経費精算の主要サービスのみに特定のものです

か？ 

いいえ。価格は経費精算と請求書処理両方の主要サービスを基にしています。両方の主要サ

ービスをお使いのお客様は、予算管理機能が両方に含まれています。つまり、お客様が契約

で必須な予算管理機能に対して 2 つの異なる SKU で両方の主要サービスを取得するという

ことになります。 

NOTE: 事前申請は、価格面では経費精算の主要サービスに含まれる予定です。 

11.  ユーザーが予算管理機能の使用を開始するには？ 

予算管理機能は簡単に使用開始できます。  

1. SAP Concur アカウントにログインします（www.concursolutions.com）。 

2. [分析レポート] ＞ [予算ダッシュボード] をクリックします。予算ダッシュボード

に、自分の予算が表示されます。 

http://www.concursolutions.com/
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12.  ユーザーが予算管理機能を利用できるか確認するには？ 

予算管理機能を利用できる場合、SAP Concur のホーム ページから [分析レポート] ＞ [予

算ダッシュボード] をクリックすると表示されます。ここから、予算ダッシュボードで支出

の追跡を開始できます。[分析レポート] メニューが表示されない場合、そのユーザーは予

算管理機能へのアクセスがないということです。予算ダッシュボードが表示されない理由な

どの詳細情報は、お客様の SAP Concur 管理者にご確認ください。 

13.  予算はプロジェクトごとに表示および管理できますか？ 

はい。予算管理機能では、部ごと、プロジェクトごと、地域ごと、またはその他のいずれか

のカテゴリで定義できます。 

14.  予算管理機能で毎四半期および毎月の予算を年表示できますか？ 

いいえ。予算管理機能は予算マネージャーに予算のステータスを素早く表示するよう設計さ

れているため、予算ダッシュボードには定義された予算期間が表示されます。予算マネージ

ャーは、リストを介してその他の予算期間に移動できます。代わりに、年の予算額を表示す

るその他の年次予算が定義できます。 

15.  管理者が予算を毎月、毎四半期、または毎年で定義できますか？ 

はい。各予算は、毎月、毎四半期、または毎年で定義可能な期間タイプで設定されます。た

とえば、部の経費に対しては毎月の予算、チームの経費に対しては毎四半期の予算、そして

長期プロジェクトに対しては毎年の予算、というように設定できます。 

NOTE: 予算はカスタム期間タイプでは設定できません。 
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16.  管理者が設定できる予算期間数は？月ごと、四半期ごと、または年内のカスタム期間の設

定はできますか？たとえば、予算期間を年あたり 13 期間、期間あたり 4 週間にすること

はできますか？ 

予算管理機能は、年間最大 24 の予算期間をサポートしています。これらの期間は、毎月、

毎四半期、またはカスタム期間（年あたり 13 期間、期間あたり 4 週間など）の設定が可

能です。 

予算管理機能は、会計または暦年内のプロジェクトをサポートしますが、複数年にわたる、

またはある会計年から次の年にまたがっているような、異なる暦やプロジェクトをもつ特殊

なプロジェクトはサポートしません。 

17.  会計年度を決めることはできますか？  

はい。 

18.  予算管理者が定期的に予算を更新することはできますか？ 

はい。予算は、手入力するか、Excel スプレッドシートを再インポートするかのいずれかの

方法でいつでも更新可能です。予算が毎月または毎四半期として定義されている場合でも、

予算の設定は年に一度行い、組織変更が起こらない限りはそれ以降まったく更新しないお客

様もいます。また、ビジネスのステータスを反映するために、予算を毎月または毎四半期で

更新されるお客様もいます。 

19.  予算所有者が予算の設定および予算の維持をすることはできますか？ 

いいえ。予算管理機能では予算所有者が予算の設定や予算の維持をすることができません。

予算管理機能は予算管理者ロールで管理され、このロールを持つユーザーに限り予算の設定

および予算の維持が可能です。  
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予算処理における経理部の持つ管理権限を弱めてしまうため、多くのお客様は予算所有者に

よる予算の維持を希望しません。さらに、予算所有者は予算の維持を付加価値のない追加作

業と捉えているため対応することを希望しません。 

20.  予算管理者が予算をインポートおよびエクスポートすることはできますか？ 

はい。予算は Excel スプレッドシート経由でインポートできます。同様に、公開 API

（Web サービス ライセンスが必要）でも可能です。予算のスプレッドシート インポート

では、エクスポート機能でも同様に使用される特定のテンプレートを使用します。ユーザー

のスプレッドシート インポートおよび従業員の単層ファイル インポートには、予算ユーザ

ーのアクセス許可および予算マネージャーの階層が含まれています。 

21.  ユーザーが SAP Concur に自身の予算をアップロードする必要はありますか？ 

いいえ。自身の予算をアップロードする必要はありません。予算管理者に限り、予算の設定

および維持が可能です。 

22.  ユーザーは自身が所有する予算を SAP Concur にアップロードできますか？ 

いいえ。予算は予算管理者によって管理されます。これにより、経理部が予算処理における

権限を維持することができます。ご不明な点がある場合は、ご自身の管理者にお問い合わせ

ください。 

23.  ユーザーが他のユーザーに自身の予算を表示する権限を付与することはできますか？ 

はい。予算所有者として、自身の予算を複数の予算承認者／マネージャーおよび予算閲覧者

と共有できます。適切なユーザー ロールを持つ直属の部下、マネージャー、およびプロジ

ェクト メンバーなどが共有の対象です。 

24.  予算管理機能で表示されているそれぞれの色の意味は何ですか？ 

予算ダッシュボードでは、3 色の表示で以下のような違いを示しています。 
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• 緑: 予算内です 

• 黄色: 予算の上限へ到達間近です 

• 赤: 予算を超過しています 

25.  ユーザーは支出が予算到達間近になった場合に通知を受けとりますか？ 

はい。予算支出の上限に到達間近になると、以下の 3 つの方法で知ることができます。 

• メール通知を受け取り、予算支出の上限に到達間近であることを知らされます。 

• SAP Concur アプリにアクセスできる場合、アプリから通知が送られ、予算支出の

上限に到達間近であることを知らされます。 

• 予算ダッシュボードを確認する際に、自身の支出が黄色にマークされていることか

ら、予算支出の上限に到達間近であることを把握できます。 

26.  予算管理者が自動で予算のインポートをすることはできますか？ 

はい。ただし、Web サービス ライセンスが必要になります。ライセンスをお持ちの場合、

予算サービス API 経由で予算のアップロードおよび更新が可能です。お客様が Web サー

ビス ライセンスをお持ちでない場合は、予算管理機能はスケジュール インポートをサポー

トしません。 

27.  予算管理機能は GL アカウント レベルまで詳細を表示することはできますか？ 

予算は経費タイプ（～GL アカウント）ごとに定義できます。予算項目が、部、コスト セン

ター、または出張予約や IT などの予算カテゴリとして上位レベルで定義されている場合、

予算管理機能は経費項目の詳細を提供しません。予算管理機能では、上位 6 件の経費タイ

プに加えて、ほかの残りの経費タイプの集約された値を含む経費タイプのグラフを表示しま

す。このグラフは、各経費タイプに対して消費金額の総計（支出 + 予算承認待ち）を表示

します。 
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28.  予算管理者が経費精算、事前申請と請求書処理に予算を作成することはできますか？ 

はい。予算管理機能で、経費精算、事前申請、および請求書処理の支出を取り込み可能です。

また、予算を経費精算、請求書処理、または請求書処理のいずれかに限定することもできま

す。予算は、購入申請および出張や事前申請も取り込みます。 

29.  予算管理機能は Request でも利用できますか？ 

はい。予算管理機能は Request でも利用できます。 

30.  Concur Travel は連携されていますか？ 

Concur Travel は予算管理機能と間接的に統合されています。出張予約、および TripIt、

TripLink、Hipmunk からの旅程と、その経費（経費精算レポートではまだ利用できない経

費）が予算管理機能によって取り込まれます。レポートに追加できる経費を夜間実行中に予

算管理機能で取り込むには、Concur Expense が必要です。 

31.  法人カードは連携していますか？ 

法人カード（および P-Card）は、レポートに追加できる経費から間接的に取り込まれます。

夜間実行中、クレジット カード フィードはレポートに追加できる経費として処理され、予

算管理機能によって取り込まれます。クレジット カード取引の経費は発生主義で処理され

るため、支払済の取引として直接処理されます。   

32.  2 つ以上の予算の実装時にサービス アシスタントの支援を受けることはできますか？ 

はい。複数の予算設定に支援が必要なお客様は、それらのサービスを購入することができま

す。ただし、最初の 2 つの予算設定（およびその他の予算設定）を支援する目的は、お客様

ご自身で複数の予算を追加できるようにするための確実な基盤を提供することです。  
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33.  SAP Concur は実装時に必要な情報を記載したワークシートを提供していますか？ 

いいえ。SAP Concur はお客様に対して実装のワークシートを提供していません。処理がエ

ディションやビジネス ユニットごとに大きく異なるためです。  

34.  予算管理者が予算の消費や支出を調整することはできますか？ 

はい。予算金額、支出と保留の残高を調整できます。予算調整は、手動入力、スプレッドシ

ートのインポート、または予算 API による入力が可能です。  

35.  予算のロール アップはできますか？ 

いいえ。予算管理機能にはロール アップのメカニズムはありません。予算を別の予算にロ

ール アップすることを希望するお客様もいます。たとえば、毎月の予算を年間の予算にロ

ール アップする、部の予算をグローバル組織の予算にロール アップする、または国の予算

を地方の予算にロールアップするなどです。予算にロール アップのメカニズムがなくても、

複数の予算を目的に合ったレベルで定義できます。商品マーケティングとマーケティング 

レベルまたは国、地域、およびグローバル レベルの両方で予算を定義することで、ロール 

アップを再現することができます。デメリットとしては、予算が一致する保証がないという

ことです。予算は会計計画ツールではないため、予算は ERP または予算計画システムにて

維持されると想定しています。 

36.  従業員が経費精算レポートを作成（保存したが未提出）したとき、予算が共有されている

場合に、この未提出の経費精算レポートが予算に影響するかどうか確認できますか？ 

いいえ。未提出の経費精算レポートの総額は予算ダッシュボードの取引中の表示に現れます。

ただし、従業員は予算情報へのアクセスを付与されていません。 

37.  ユーザーが予算を特定の % 値に増減させることはできますか？ 

いいえ。予算は調整を加えて、それらの変更をインポートするための同じテンプレートを使

用することが可能な Excel にエクスポートできます。 
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38.  予算管理者がカスタム会計年度を定義することはできますか？ 

はい。通常、お客様が会計年度を 1 月 1 日に開始しない場合、または会計期間が毎月のイ

ンターバルに基づいていない場合にこの質問をいただきます。会計年度は年のいずれの日か

らでも開始および終了可能です。予算管理機能は、お客様が会計年度の開始日を変更する必

要がある場合に、短めまたは長めの年を取り扱っています。また、製造業でよく使用される 

4-4-5 週スケジュール、小売業でよく使用される 4-5-4 週スケジュール、および、日曜日

または月曜日を常に開始月とするスケジュールなどのそれほど一般的ではないスケジュール

も取り扱っています。 

39.  予算管理機能では償却経費を取扱っていますか？ 

はい。ただし、予算管理機能で支出を償却するには、事前申請または購入申請を使用する必

要があります。 

40.  経費を手入力で追加する方法はありますか？たとえば、お客様が大元の請求対象をお持ち

で、部間で経費を分配する場合などです。 

いいえ。そのような機能はありません。分配（配賦）は経費精算レポートで発生し、予算管

理機能はその分配に従います。 

41.  予算管理機能は予算計画ツールですか？ 

いいえ。予算管理機能は、予算計画ツールの代替として設計されていません。予算管理機能

は、マネージャーがビジネスでより良い判断をするために求めている情報を表示し、お客様

が自身の予算のステータスをほぼリアルタイムのタブで確認する際に役立ちます。 

この機能は、予算が予算計画ツール、ERP、または会計システムなどのほかのアプリケーシ

ョンで定義されるという概念のもと設計されています。支出を承認する必要のあるライン 

マネージャーに対し、それらの予算へのアクセスと表示を提供します。しかしながら、SAP 

Concur は予算管理機能と予算計画ツールの統合を検討しています。 
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42.  管理者が過去の予算期間内の予約を阻止することはできますか？ 

はい。予算管理機能では、会計年度および予算期間をクローズすることができます。会計年

度または予算期間がクローズされた後にその期間内の経費精算レポート、申請、請求書が提

出されると、その経費精算レポート、申請、請求書はオープンな次の会計期間に配賦されま

す。 

43.  予算管理者がレポート、申請または請求書を異なる予算期間に割り当てることはできます

か？ 

レポートおよび申請ではできますが、請求書および購入申請ではできません。  

適切な予算期間を決定するために、経費精算レポート、（出張 / 事前申請の）申請、および

購入申請では取引日を使用し、請求書では請求日を使用しています。  

経費精算および（出張 / 事前申請の）申請にも発生日があります。既定では、予算の発生日

は取引日と同じです。経費の承認者は、レポートまたは経費に対して異なる予算期間への配

賦が必要な場合にこれらの日付を変更できます。請求書および購入申請には予算の発生日が

ありません。 

44.  予算管理者がグループまたは会社別に予算を設定することはできますか？ 

はい。Professional Edition をお使いのお客様は、予算に対する [グループ] フィルターな

ど、ほとんどのシステム フィールドを使用可能です。予算のフィルターとしても使用でき

るように、会社のフィールドをカスタム フィールド内に保持しておく場合もあります。 

予算管理者ロールがグループ別に制限できるかについては、予算管理者は割り当てられたグ

ループの予算項目のみ確認できます。予算管理機能はグループの予算管理者ロールをサポー

トしていません。 
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45.  予算管理者がグループ別に予算を管理することはできますか？ 

いいえ。予算管理機能は予算管理者ロールをエンティティ レベルで維持し、このロールを

グループ レベルで制限することはできません。 

46.  予算数に上限はありますか？ 

いいえ。予算は予算所有者ごとに必要な数だけ定義できます。  

47.  予算管理者が予算の承認ワークフローを定義することはできますか？ 

いいえ。予算管理機能は現在特定の予算の承認ワークフロー ステップをサポートしていま

せん。多くの場合、予算所有者や承認者は、経費、申請または請求書の承認ワークフローに

すでに含まれているため、特定の予算の承認ワークフロー ステップを必要としません。予

算所有者や承認者が現在のワークフローに含まれていない場合、予算の承認ワークフロー 

ステップのみが必要となります。  

48.  保留中および支出済はどう定義されますか？  

処理者が経費精算レポート、事前申請、または請求書を承認すると、その支出は [保留中]

（予算承認）から [支出済] の状態に移行します。 

NOTE: 出張、事前申請、および購入申請は常に [保留中] 状態になります。  

49.  保留中の定義はお客様が定義できますか？ 

いいえ。経費、事前申請、請求書、および購入申請のワークフローで予算の承認ワークフロ

ー ステップを使用している場合に、すべての予算所有者が、レポート、事前申請、請求書、

または購入申請を承認すると、その支出は [保留中]（予算承認）から [支出済] の状態に移

行します。  
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50.  予算所有者は自身の予算を直属の上司に配賦できますか？ 

いいえ。一部のお客様は予算所有者に対し、自身の予算（の一部）を直属の部下に配賦する

ことを許可しています。予算管理機能ではそれを行うことはできません。 

51.  予算所有者以外が予算を確認することはできますか？ 

はい。予算所有者は自身の予算を複数の予算承認者や閲覧者と共有することができます。  

また、直属の上司やマネージャーと共有する場合もあります。プロジェクト所有者が自身の

予算をほかのプロジェクト メンバーと共有する場合もあります。 

52.  予算はマネージャー階層を基にすることはできますか？ 

はい。予算管理機能では、マネージャー階層や組織単位（部およびコスト センターなど）

を基に、またはマネージャー階層と組織単位の組合せを基に、予算を保持することができま

す。 

小規模の会社では、会計の構築に常に部やコスト センターを使用しません。また、非常に

大規模な会社は下位管理レベルでマネージャー階層を使用します。 

53.  予算は組織構造を基にすることはできますか？ 

はい。予算管理機能は、会計のアプリケーションがサポートしていない場合でも、組織構造

を基に予算を維持することができます。 

一部の会計や ERP アプリケーションでは、GL アカウント構造が組織単位のセグメントを

保持していない場合に、GL アカウント レベルでのみ予算を定義でき、会計アプリケーショ

ン内の予算は、部またはコスト センター別に構造化することはできません。 
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54.  予算に予算所有者の払戻通貨以外の別の通貨を使用することはできますか？ 

はい。予算の通貨は、予算所有者または会社の既定の通貨の払戻通貨に関連していません。

予算所有者は様々な通貨で予算を維持できます。 

55.  予算管理機能にはコスト センターやプロフィット センターに対する対応付けテーブルがあ

りますか？ 

いいえ。一部のお客様は部、部門、製品グループ、地域、および国を示すコスト センター

識別子をお持ちです。予算管理機能は、経費精算、事前申請、請求書処理の間で使用される

コスト センターと、部、製品グループ、および国などの会計（予算）単位との関連性を定

義するために集約された対応付けテーブルを提供していません。しかし、個人の予算レベル

において、お客様はコスト センターのリストと予算を関連付けて、そこで対応付けを維持

することが可能です。   

56.  予算管理者がコスト センターのグループの予算を定義することはできますか？ 

はい。一部の予算所有者は、複数のコスト センター、プロフィット センター、部、または

地域を含む単一の予算を持っています。予算モジュールはこのシナリオをサポートしていま

す。 

57.  自身の予算を確認するために別のアプリケーションを開く必要はありますか？ 

いいえ。予算管理機能はデスクトップおよびモバイルの SAP Concur アプリケーションの

一部です。SAP Concur 内で予算ダッシュボードに移動可能です。経費精算レポート、申請、

または請求書で、画面を離れることなく自身の予算の支出を確認することができます。 

58.  予算管理機能は Concur Mobile アプリで利用できますか？ 

はい。予算管理機能は Android および iOS の両方で利用可能です。Concur Mobile アプリ

の予算管理機能には、概要ダッシュボードおよび取引中表示があり、自身の予算のレポート、

申請、および請求書の影響を確認することができます。 
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59.  予算管理機能は分析レポートの一部ですか？ 

いいえ。予算は分析レポート （Analytics、Intelligence） から独立した機能です。予算ダ

ッシュボードは、メイン画面の [分析レポート] メニューにありますが、分析レポートのラ

イセンスは必要ありません。 

60.  奨励金、健康管理のための医学生涯教育（CME; Continuing Medical Education）、給

付金はサポートされていますか？ 

はい。「個人口座」という予算タイプでは、予算所有者（従業員）が提出したすべての支出

が取り込まれます。経費タイプに対する追加のフィルターやカスタム フィールドを適用し

て、このような個人予算の範囲を限定することができます。 

61.  予算管理機能は SAP Concur 以外の取引も追跡できますか？ 

はい。予算調整機能を使用して、SAP Concur 以外の取引をインポートすることができます。

たとえば、調整のある取引の一部が SAP Concur 以外で発生した場合も、その支出を追跡

できます。また、調整機能を使用して、給与支払、収益およびその他の財務取引も追跡する

ことができます。 

62.  予算は転送できますか？ 

はい。管理者は予算調整機能で 2 つの予算に調整を適用することで、その予算の間で資金を

転送できます。 

63.  予算管理機能で会社の取引明細（CBS）レポートおよび突合（CR）レポートを取り込めま

すか？ 

CBS および CR は、経費精算レポートに反映された時点で予算管理機能によって取り込ま

れます。CBS は発生主義です。つまり、CBS の行項目は、（すでに支払が処理されている

経費であるため）承認前に支出と見なされます。CR レポートは、予算管理機能では通常の

経費精算レポートと同様に処理されます。 
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64.  ゴースト カードの取引はサポートされていますか？ 

予算管理機能のクレジット カード取引の取り込みは、レポートに追加できる経費に依存し

ます。ゴースト カードの取引は、レポートに追加できる経費に表示されませんが、その旅

程の予約は取り込まれます。 

65.  予算管理機能では、出張の事前承認を利用できますか？ 

予算管理機能と出張申請を組み合わせることで出張の事前承認を利用できます。ただし、予

算管理機能は Concur Travel と直接統合されていません。Concur Travel の旅程の予約は、

レポートに追加できる経費として認識されるか経費精算レポートに入力された時点で取り込

むことができます。 

 


