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  はじめに 

この度は、弊社製品をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。 

Concur Expense Standard 管理者マニュアル（以降[本ドキュメント]）は、Concur Expense 

Standard Edition をご契約いただきましたお客様向けに、その初期設定や運用についてご紹介すること

を目的として作成し、配布しております。本ドキュメントおよび、別途ご提供させていただきます、

様々なセットアップガイド、ユーザーガイド等を一緒にご利用いただくことで、Concur Expense 

Standard をより有効にご活用いただけることを目指しております。 

本ドキュメントは適宜加筆、修正を行い、より分かりやすく、より詳細なものにしていく所存でござい

ますので、内容に関するご意見・ご要望がございましたら、ぜひ弊社までお寄せください。 

 

  Concur Expense Standard について 

 Concur Expense Standard とは 

Concur が提供するは様々なクラウドサービスのうち、企業における従業員の[立て替え精算]の処理を

行うための製品である、Concur Expense がございます。Concur Expense Professional と Concur 

Expense Standard の 2 タイプをご用意しており、より柔軟にお客様の経費処理形態にカスタマイズ

可能な Professional タイプと一部機能をシンプルにすることで初期費用を抑え短納期での導入が可能

な Standard タイプがございます。 

  

この度ご契約いただきました、Concur Expense Standard には、以下のような特徴がございます。 

【特徴 1】 セットアップウイザードをお客様にご提供することで、短期間で導入設定が可能です。 

【特徴 2】 初めて経費精算をシステム化するお客様にもわかりやすい、シンブルな製品構成です。 

【特徴 3】 App Center に登録されているパートナー企業のアプリケーションをご利用いただくこ

とにより、様々な経費精算に関係する便利な機能を、Concur Expense と連携させる

ことができます。 
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 Concur Expense Standard を使った経費精算の流れ 

Concur Expense Standard を使った一般的な経費精算の流れと、管理者が実施する概要を以下記載し

ます。 
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  Expense Standard - ウィザードによる初期設定について 

 導入の流れ 

Concur Expense Standard の初期設定は、ウィザードをご利用いただきお客様にて設定作業を行って

いただきます。 

弊社とご契約後、初期設定を経て、お客様社内でご利用を開始いただくまでの流れは以下の通りです。 

 
※上記記載の必要な期間は、契約内容や状況に応じて変わる場合がございます。 

ご利用開始

ウィザードによる設定が完了した後、お客様社内にて
ご利用を開始していただきます。

お客様による設定

本ガイド並びにセットアップガイドを用いてお客様にてウィザード上で必要な設定を
行っていただきます。電話会議にて弊社よりフォローアップをさせていただきます。

お客様の環境準備

弊社にて、お客様用のConcur Expense環境の登録作業を行います。
登録後、お客様の管理者へログイン用アカウントをご提供いたします。

ご契約

弊社サービスをご契約いただきます。

約 2～3

週間程度 

約 3 週間

程度 
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 事前にご用意・整理していただくものについて 

本管理者マニュアルをご参照いただき、お客様の社内にてご利用される、経費タイプやユーザー情報な

ど、Concur Expense の導入に必要な情報を、ご用意および整理ください。 

必要な情報例） 

 経費タイプ/勘定科目コード (バス/航空券/事務用品費/交際費 etc) 

 経費レポートを作成する上で登録が必要な情報 (取引日/取引金額/部署/コストセンター etc） 

 経費精算を利用するユーザー情報 (氏名/メールアドレス/マネージャー情報 etc) 
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 使用するガイド・ドキュメント 

Concur Expense Standard の初期設定には、以下のガイド、ドキュメント等を使用いたします。 

ガイド・ドキュメント名 内容 

Concur Expense Standard 管理者マニュアル 

（本ドキュメント） 
ウィザードにてセットアップを行うためのガイド 

セットアップガイド ウィザードの各セットアップ項目の詳細設定ガイド 

上記の各ガイド・ドキュメントについては、以下の Web サイトに掲載させていただいておりますの

で、ご覧ください。 

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Current_jp/STD_Guides_Exp/_Docs_St

d_ExpHelp_jp.htm 

 

 

セットアップを完了後も、管理者の方はいつでも設定を変更することができます。 

設定を変更する場合は、ホーム画面右上の [管理] > [経費の設定] からアクセスできます。  
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  Expense Standard - 初期設定 

 設定画面 

管理者にてログインを行い、ホーム画面右上の[管理] ＞ [経費の設定]にて設定ホーム画面を開いてく

ださい。 
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《サインイン方法》 

サインイン URL(https://www.concursolutions.com)にてユーザー名/パスワードを入力し、[サイン

イン]をクリックすることでログインが可能です。 

(必要に応じて言語の変更をします。) 

 

 

《サインアウト方法》 

トップ画面右上[プロファイル]よりサインアウトが可能です。 
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《設定ホーム画面》 

[製品:経費精算]と表示がされ、接続/支出の記録/払い戻し/Concur にアクセス/経費ポリシー/支出の

監視という 6 グループの設定を行うことで、設定が完了します。 
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《非表示の画面項目》 

設定ホーム画面では一部非表示項目がございます。[～つの詳細設定を表示]をクリックすると表示され

ます。 
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《各設定の設定概要》 

設定ホーム画面に存在する各設定項目の概要と説明参照章を以下記載します。 

 

設定 設定概要 説明参照章 

はじめに 業種やお使いの会計システムなど会社の基本情報を入力いただきま

す。 

4.2 

クレジットカード こちらは設定いただく必要はございません。 4.11 

経費ファイル 

エクスポート 

経費の最終処理を終えた経費データを外部出力する際の出力形式/出

力項目を設定します。 

4.12 

 

 

設定 設定概要 説明参照章 

追跡データ設定 従業員が経費登録をする際、コンカー既定の入力フォーム以外の項目

を入力させたい場合に使用します。 

フィールドの登録や入力形式の定義が可能です。 

例）コストセンター、プロジェクト、会社、部署、支店、etc 

4.4 

経費の経費タイプ 経費タイプと勘定科目コードの設定を行います。 4.5 

VAT 経費タイプごとに課税/非課税の設定が可能です。 4.6 

走行距離 車を使った経費精算の際に、1km あたり X 円払い戻すといった設定

が可能です。 

4.9 

ポリシーグループ 従業員のグループで異なる経費タイプや限度額を設ける必要がある場

合はこちらを使うと便利です。 

4.18 

 

 

設定 設定概要 説明参照章 

従業員への支払 コンカーでは従業員への払い戻し通貨/方式毎に管理をしており、利

用する払い戻し通貨/方法の定義が必要です。 

4.10 
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設定 設定概要 説明参照章 

ユーザーアカウント コンカーにログインするユーザーとその権限を設定します。 4.13 

翻訳 日本語以外でログインするユーザーがいる場合、管理者によって作ら

れた単語を本セクションにて翻訳語登録する必要があります。 

4.15 

 

 

設定 設定概要 説明参照章 

経費承認 経費精算レポートの承認プロセスおよびルールを定義します。 4.7 

経費コンプライアンス 会社のポリシーに準拠した経費/経費限度額/領収書のルールを定義し

ます。 

4.8 

 

 

設定 設定概要 説明参照章 

レポート 分析ツール(Analysis/Intelligence)を使う際の会計年度を登録しま

す。 

4.14 
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Concur Request Standard を購入のお客様に限り、[製品:申請]としたうえで、以下の設定が必要に

なります。 

 

 

設定 設定概要 説明参照章 

事前申請のセグメント

タイプ 

事前申請にて利用するセグメントタイプの定義をします。 4.16.2 

 

 

設定 設定概要 説明参照章 

事前申請コンプライア

ンス 

セグメント情報の無い事前申請を許可するか否かを定義します。 4.16.1 
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 はじめに 

設定ホーム画面にて[製品:経費精算]となっていることを確認し、[接続]内[はじめに]を選択し、設定

画面を開いてください。

 

お客様の会社の業種、会計システム、同じ経費に対して異なる勘定コードを使用することがあるかを選

択します。 

 業種を選択してください 

最もお客様の業種に近いものを選択します。 

この選択により、同じ業種の方がよく設定する選択肢を上位に自動ピックアップしてくれます。 

 お使いのソフトウェアを選択してください 

お使いの会計システムが一覧に存在しない場合は、[その他] を選択いただき、右側のテキストボッ

クスに直接お使いの会計システム名称をご入力ください 

 経費精算についてお聞きします。会社では一つの経費タイプ(経費項目)を、従業員情報または経費

情報によって異なる複数の勘定科目コードに割り当てることがありますか? 

本製品では、同一の経費項目に対して 1 条件(部門/プロジェクトコードなど)においてのみ勘定科

目コードを別々に設定することが可能です。 

例) 同じタクシーの精算でも部署別に勘定科目コードを変えて管理したい、など。 

[割り当てている]と設定をする場合は [4.17 勘定科目コードの複数割り当て設定] を参照し、必

要項目の設定をしてください。 

割り当てていない:同一の経費項目に対し 1 つの勘定科目コード設定を行う。 

割り当てている:同一の経費項目に対し複数の勘定科目コード設定を行う。 
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入力が完了したら、[保存]ボタンで設定を保存します。 

画面左上[経費の設定]をクリックし、設定ホーム画面に戻ってください。 

 

[はじめに]セクションに関しては以下設定ガイドにも記載がございますので、適宜ご参照ください。 

設定ガイド はじめに 

https://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Current_jp/STD_Guides_Ex

p/SG_Shr_Introduction-jp.pdf 

経費タイプと勘定科目コードの関係が 
1 対 1 でない設定を行う場合、 

[割り当てている]を選択 

お使いの会計ソフトウェアが 
選択肢にない場合は直接入力 
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 ポリシーグループ 

設定ホーム画面にて[製品:経費精算]となっていることを確認し、[支出の記録]内[ポリシーグループ]

を選択し、設定画面を開いてください。 
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4.3.1 概要 

ユーザーをポリシーグループに応じて分ける必要があるか否かを選択します。 

ポリシーグループを分けることによって、ポリシーグループごとに異なる経費タイプを設定すること、

また異なる経費精算金額の上限値を設定することが可能です。 

本設定が必要な場合は、[4.18 ポリシーグループの設定] をご確認ください。 

画面左上[経費の設定]をクリックし、設定ホーム画面に戻ってください。 

 

 

[ポリシーグループ]セクションに関しては以下設定ガイドにも記載がございますので、適宜ご参照くだ

さい。 

設定ガイド ポリシーグループ 

https://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Current_jp/STD_Guides_Ex

p/SG_Shr_Policy_Groups-jp.pdf 
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 追跡データ設定 

本設定を行うことで、コンカー既定のフォームにない経費入力項目を追加することができます。追加す

る項目は入力方式や表示レベルを定義することができます。 

 

例）[部]という項目をプルダウンにて選択できるような形式で設定した場合 

 

 

 

[追跡データ設定]セクションに関しては以下設定ガイドにも記載がございますので、適宜ご参照くださ

い。 

設定ガイド 追跡データ設定 

https://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Current_jp/STD_Guides_Ex

p/SG_Shr_Cost_Tracking-jp.pdf 

 

  

コンカー既定の入力フォームに
はない[部]という入力項目が

表示されている。 
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4.4.1 フィールドの作成 

設定ホーム画面にて[製品:経費精算]となっていることを確認し、[支出の記録]の[追跡データ設定]を

選択し、設定画面を開いてください。 

 

 

【設定方法】 

1. [追加]ボタンをクリックします。 
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2. 追加するフィールドタイプを選択すると、各フィールドタイプによって必要な設定メニューが

表示されます。詳細は [4.4.3 フィールドタイプごとの設定方法] を参照下さい。 

 

 

《注意事項》 

 カスタムフィールドには個人データおよび機密データ(社会保障番号/口座番号/住所情報 etc)を

入力しないようにご注意ください。 

 フィールド名を変更する場合、フィールドを削除し、再度フィールドを作成する必要がありま

す。 

 一度作成をしたフィールドを削除した場合、同フィールドを使用した関連データは全て削除さ

れ、復元はできません。 

 

 カスタムフィールドは最大 12 個まで登録することが可能です。 
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 既定のフィールドは名称編集ができません。違う名称での登録が必要な場合はカスタムフィールド

をご使用ください。 

 Expense/Request/Invoice で利用するすべてのコストデータを本セクションにて定義していま

す。Expense や Request を利用される場合は、設定上限数に注意してください。 
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4.4.2 フィールドの管理 

各フィールドの入力方法/表示順序/表示画面を設定します。設定後、[保存]ボタンで設定を保存しま

す。 

 

設定項目 内容 

順序 画面上での表示順を指定します。 

矢印ボタンを押すことで順序が変更されます。 

フィールドラベル 設定した各フィールドのラベル名が表示されます。 

入力方法 入力形式を以下 3 つから指定します。 

・リストから選択（プルダウン） 

・自由形式テキストを入力（テキストボックス） 

・チェックボックスを選択（チェックボックス） 

リストの管理 入力方法を[リストから選択]にした場合に表示されます。 

プルダウンにて表示させる項目を登録する必要があります。 

※設定方法は [4.4.4 リスト項目の編集] を参照 

従業員レベル ユーザー関連の以下画面での表示形式を指定します。 

① ユーザー設定画面(設定ホーム画面＞ユーザーアカウント＞各ユーザー) 

② ユーザーのプロファイル画面(プロファイル設定＞請求書の情報) 

 

＜入力形式＞ 

・必須（値が入っていることが必須） 

・任意（値が入っていなくてもよい） 

・読取専用（表示はするが編集はできない） 

・非表示（表示しない） 

※画面イメージ(従業員レベル)参照 
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勘定科目コード 勘定科目コードの振り分けに使用するフィールドを選択します。 

※設定方法は [4.17 勘定科目コードの複数割り当て設定] を参照 

レポートレベル 経費精算のレポートヘッダーでの表示形式を指定します。 

※画面イメージ(レポートレベル)参照 

入力レベル 経費精算レポートの経費タイプの入力画面での表示形式を指定します。 

※画面イメージ(入力レベル)参照 

配賦レベル 経費の負担先を編集する配賦画面での表示形式を指定します。 

※画面イメージ(配賦レベル)参照 

申請レベル 事前申請の申請ヘッダーでの表示形式を指定します。 

※画面イメージ(申請レベル)を参照ください。 

配賦レベル 事前申請の配賦画面での表示形式を指定します。 

※画面イメージ(配賦レベル)を参照ください。 
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《画面イメージ（従業員レベル）》 

 ユーザー設定画面(設定ホーム画面＞ユーザーアカウント＞各ユーザー) 

 

 ユーザーのプロファイル画面(プロファイル設定＞経費の情報) 

 

  

任意設定 

コストセンター/プロジェクト
ともに任意設定 
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《画面イメージ（レポートレベル）》 

 

《画面イージ（入力レベル）》 

 

《画面イメージ（配賦レベル）》 

 

コストセンター/プロジェクト
ともに任意設定 

コストセンター/プロジェクト
ともに任意設定 

コストセンター/プロジェクト
ともに任意設定 
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《画面イメージ（申請レベル）》 

 

 

《注意事項》 

 フィールド設定後、1 レポートでも支払申請を作成すると、本設定画面内[入力方法]の変更ができ

なくなりますので、ご注意ください。本稼働後、入力方法の変更が必要になった場合はフィールド

を削除し、再作成していただく必要があります。 

 [4.2 はじめに] の 3 つ目の設問にて [割り当てている]を選択している場合、[勘定科目コード]と

記載された列が表示されます。設定方法は [4.17 勘定科目コードの複数割り当て設定] をご確認

ください。 

 
 Concur Expense Standard をご契約いただいている場合のみ、[経費]関連項目が表示されます。 

 Concur Request Standard をご契約いただいている場合のみ、[申請]関連項目が表示されます。 

 本章で設定したフィールドは、選択される経費タイプに関係なく表示される入力フィールドとなり

ます。 

 

コストセンター/プロジェクト 
ともに任意設定 
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4.4.3 フィールドタイプごとの設定方法 

フィールドタイプごとの設定方法を記載します。 

4.4.3.1 リスト 

登録済みのリストから入力値を選択させる形式です。選択させるリスト項目を登録する必要がありま

す。 

◆フィールドを新規追加する場合 

1. 追加するフィールドタイプからリストを選択します。 

2. フィールド名をプルダウンから選択するか、任意のフィールド名を入力し[追加]ボタンをク

リックします。 
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3. [リスト項目の追加]ボタンをクリックします。 

 
4. リスト項目の編集画面に遷移します。リスト項目の編集方法は [4.4.4 リスト項目の編集] 

を参照してください。 

 

◆既存のフィールドのリスト項目を編集する場合 

対象フィールドのリスト項目の追加を選択すると、リスト項目の編集画面に遷移します。リスト項

目の編集方法は [4.4.4 リスト項目の編集] を参照してください。 
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4.4.3.2 複数レベルリスト 

複数のフィールドをリストから選択する入力形式です。１つ目のリストで選択した値に応じて２つ目

のリストの選択肢が決定される仕組みとする場合に複数レベルリストを設定します。 

例) エリア/支店をそれぞれプルダウンで選択させ、かつその 2 つに関連性を持たせたい。 

《レポート作成画面》 

 

 

 

  

1 つ目のリストから選択 

1 つ目のリストで選択した値に紐づく選択肢が
2 つ目のリストに表示される 
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◆フィールドを新規追加する場合 

1. 追加するフィールドタイプから複数レベルリストを選択します。 

2. [次へ]ボタンをクリックします。 

 
3. フィールド名をプルダウンから選択するか、任意のフィールド名を入力し[追加]ボタンをク

リックします。 
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4. [リスト項目の追加]ボタンをクリックします。 

 
5. リスト項目の編集画面に遷移します。リスト項目の編集方法は [4.4.4 リスト項目の編集] 

を参照してください。 

 

◆既存のフィールドのリスト項目を編集する場合 

対象フィールドのリスト項目の追加を選択すると、リスト項目の編集画面に遷移します。リスト項

目の編集方法は [4.4.4 リスト項目の編集] を参照してください。 

 

《注意事項》 

関連付けられるフィールドは最大 5 つまでです。 
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4.4.3.3 フリーフォームテキスト 

テキストを入力する形式です。 

◆フィールドを新規追加する場合 

1. 追加するフィールドタイプからフリーフォームテキストを選択します。 

2. フィールド名をプルダウンから選択するか、任意のフィールド名を入力し[追加]ボタンをク

リックします。 
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4.4.3.4 チェックボックス 

チェックボックスを選択させる入力形式です。 

◆フィールドを新規追加する場合 

1. 追加するフィールドタイプからチェックボックスを選択します。 

2. フィールド名をプルダウンから選択するか、任意のフィールド名を入力し[追加]ボタンをク

リックします。 
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4.4.4 リスト項目の編集 

フィールドタイプ「リスト」または「複数レベルリスト」を選択した場合は、リスト項目の設定が必

要です。リスト項目の設定は、手入力による設定とエクセルファイルからインポートする方法があり

ます。 

◆手入力による設定方法 

1. [追加]ボタンをクリックします。 

 
2. 項目名（最大 64 文字）/項目コード（最大 32 文字）を入力し、[保存]ボタンで設定を保存

します。 

 
3. １～３を繰り返し、必要なリスト項目を登録します。 

4. 右上の[完了]ボタンで設定を保存します。 
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《注意事項》 

 出力ファイルへの出力項目に設定する場合、項目名ではなく項目コードで出力されます。 

 項目コードは半角英数字での登録する必要があります。 

 複数レベルリストを利用した場合以下のように表示されます。 

 

  

第一階層 第二階層 
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◆インポートを利用した設定方法 

１．リストのインポートをクリックします。 

 

２．リストインポートのポップアップよりテンプレートをダウンロードします。 

 

３．ダウンロードしたエクセルファイルに以下記載例を参考にインポートする項目名 

（最大 64 文字）/項目コード（最大 32 文字）を入力します。 

 

 

  

リンクをクリックしますをクリックし、
テンプレートをダウンロード 

削除する場合は[Y] 
第一階層の項目名

と項目コード 

第一階層にぶら下がる
第二階層の項目名と項

目コード 
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４． ファイルをアップロードします。（一度に最大 1000 件アップロードできます。） 

 

 

 
 

５．右上の[完了]ボタンで設定を保存します。 

 

 

[ファイルを選択]ボタンで編集・保
存したテンプレートファイルを選択
し、[データのアップロード]ボタン

をクリック 
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 経費の経費タイプ 

本項目設定をすることで、経費精算レポートを作成する際従業員が選択する経費タイプ一覧を設定する

ことができます。 

 

 

 

[経費の経費タイプ]セクションに関しては以下設定ガイドにも記載がございますので、適宜ご参照くだ

さい。 

設定ガイド 経費タイプ 

https://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Current_jp/STD_Guides_Ex

p/SG_Exp_Expense_Types-jp.pdf 
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4.5.1 経費タイプ 

設定ホーム画面にて[製品:経費精算]となっていることを確認し、[支出の記録]内[経費の経費タイプ]

を選択し、設定画面を開いてください。 

 

 

[1.経費タイプ]を選択し、経費タイプ管理の画面を開いてください。 

 

本ステップでは、以下 3 つの設定が可能です。 

設定 1) 使用する経費タイプを[アクティブな経費タイプ]として設定する。※名称変更可能です。 

設定２）不要な経費タイプを[非アクティブな経費タイプ]として設定する。 

設定３) 適切な経費タイプがない場合は[新規]ボタンより新しい経費タイプを作成する。 

設定４) 経費タイプごとに経費精算の限度額の設定をする。必要な方のみ設定ください。 
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【設定方法】 

設定 1) 使用する経費タイプを[アクティブな経費タイプ]として設定する。 

1. [グローバル構成]を選択します。 

2. [非アクティブな経費タイプ]の中に表示されている経費タイプのうち使用する経費タイプがあれ

ば、経費タイプを選択し[アクティブ化]をクリックします。 

 
 

設定 2) 不要な経費タイプを[非アクティブな経費タイプ]として設定する 

1. [グローバル構成]を選択します。 

2. [アクティブな経費タイプ]の中に表示されている経費タイプのうち不要な経費タイプがあれば、経

費タイプを選択し[非アクティブ化]をクリックします。 

 
 

設定３) 適切な経費タイプがない場合は[新規]ボタンより新しい経費タイプを作成する。 

1． [グローバル構成]を選択します。 

2． [新規]ボタンを選択します。 

3． 経費タイプ名称を入力しカテゴリーを選択後、[保存]ボタンをクリックします。 

4． 保存後[非アクティブな経費タイプ]に保存されるため、必要な経費タイプを選択し［アクティブ

化］をクリックします。 
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《注意事項》 

 [経費タイプ:日本の公共交通機関(カテゴリー:陸上交通_日本)]は、ジョルダン検索を利用した

経路検索が可能な経費タイプです。ジョルダン検索を利用する場合はこの経費タイプ/カテゴリーを

ご利用ください。 

 [経費タイプ:日本の公共交通機関(カテゴリー:陸上交通_日本)]は、1 環境内に 1 経費タイプに

のみの設定が可能となっております。複数の経費タイプに「陸上交通_日本」のカテゴリーを紐づ

けることはできませんのでご注意ください。 

[グローバル構成]を選
択 

[新規]ボタンをクリック 

新しい経費タイプ名称を
入力、カテゴリーを選択

後、[保存]ボタンをクリック 
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《カテゴリーと親経費タイプ》 

コンカーでは経費タイプを選択した際の経費入力フォームを複数用意しており、それを一意に決定する

のが「カテゴリー」です。それぞれのカテゴリーで決められている経費入力フォームは、修正/削除等の

編集はできません。経費タイプ作成の際には必ずカテゴリーを一つ選択してください。 

また、どの親経費タイプに属するかもカテゴリーよって決定しています。 

親経費タイプ カテゴリー 

01.出張 レンタカー、宿泊-ホテルでの支出を追跡、航空運賃 

02.交通 ガソリン、社用車ー走行経費払戻 、私有車ー走行経費払戻、 走行距離当たり

の燃料費 、陸上交通、 陸上交通_日本、鉄道 

03.食費と交際費 交際費 、会議費 、食事、 食事ー毎日の食事手当額に算入 

04.事務費 コンピュータ 、事務用品、配送費 

05.通信 通信/インターネット 

06.料金 手数料/支払金額 

07.その他 それ以外 

 

 

 

  

親経費タイプ 
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設定 4) 経費タイプごとに経費精算限度額の設定をする。(必要な方のみ) 

1. [グローバル構成]を[日本]に変更。(国ごとに別々の設定が可能です) 

2. 以下に従って経費タイプごとに限度額を入力します。 

設定項目 内容 タイミング 警告レベル 

この額を超える経費

にフラグを立てる 

設定した額以上の経費登録がされると、ワーニングメッセ

ージが表示されます。(提出は可能) 

経費エントリ

の保存 

警告 

この額を超える経費

を許可しない 

設定した額以上の経費登録がされると、ワーニングメッセ

ージが表示され、その状態では提出ができません。 

経費エントリ

の保存 

ブロック 

 

 

[この額を超える経費にフラグを立てる]で設定した金額以上の経費精算をした場合のメッセージ内容:

 

[この額を超える経費を許可しない]で設定した金額以上の経費精算をした際のメッセージ内容:

 

 

《注意事項》 

 [フォリオタイプの対応付け]は日本未対応機能のため設定は不要です。 
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4.5.2 勘定科目コード 

[2.勘定科目コード]を選択し、勘定科目コード管理の画面を開いてください。 

 

各経費タイプの勘定科目コードを設定します。 

【設定方法】 

1. 勘定科目コード/GL コード欄に勘定科目コードを入力します。 

2. 勘定科目コードの入力を終えたら[保存]ボタンで設定を保存します。 

3. 代替勘定科目コードを使う場合は、登録をしたリスト項目を選択し、勘定科目コード/GL コード

欄に勘定科目コードを入力します。 

4. [保存]ボタンで設定を保存します。 

 

《注意事項》 

 勘定科目コードは ASCII 文字(半角英数字)である必要があります。(最大 48 桁) 

 アクティブな経費タイプに登録している経費タイプには、勘定科目コードの設定が必須です。勘定

科目コードが登録されていないと経費精算レポートの提出ができません。 

勘定科目コードを入力し、 
保存ボタンをクリック 
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4.5.3 経費フォーム 

[3.経費フォーム]を選択し、経費タイプ管理の画面を開いてください。 

 

 

前述のように本製品では経費タイプに紐づける[カテゴリー]によって経費フォームが決められています

が、以下 5 つのフィールドに限定して、カテゴリーごとにどのような表示仕様にするかを管理者が変更

することができます。 

設定可能フィールド:業務目的/同席者/支払先説明/市区町村/コメント 

編集後、[保存]ボタンで設定を保存します。 

項目 内容 

非表示 ユーザーには非表示となります 

任意 ユーザーには任意項目として表示されます 

必須 ユーザーには必須項目として表示されます 

 

 

  

業務目的、同席者、支払先説
明、市区町村、コメントについて
[非表示][任意][必須]を選択 
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《注意事項》 

同席者の列に記載のないカテゴリーは同席者の表示が認められていません。同席者の列に記載があ

るカテゴリーに経費タイプを移すことで同席者の記載が可能になりますが、経費精算レポートの経

費フォームはカテゴリーに依存することをご理解の上お使いください。 

 

＜レポート作成画面での表示＞ 

例）経費タイプ:ガソリン(カテゴリー:ガソリン)の場合 

経費精算レポートとしては以下の画面となり、上記[経費フォーム]変更可能な設定は以下黄色く網掛け

た部分の設定に当たります。 

 

一部、 管理者画面でのフィールド名と経費精算レポート作成画面のフィールド名に差異がありますので

ご注意ください。 

管理者設定項目 ユーザー画面 

業務目的 業務目的 

支払先説明 支払先 

市区町村 市区町村 

コメント コメント 
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4.5.4 同席者フォーム 

[4.同席者フォーム]を選択し、設定画面を開いてください。 

経費入力画面の同席者情報の入力フィールドを制御します。 

編集後、[保存]ボタンで設定を保存します。 

 

 

 

《注意事項》 

同席者フォームを追加することはできません。 

 

  

[非表示][読取専用][任意][必須]を選択 



 

52 

 

 VAT (Value Add Tax:付加価値税) 

設定ホーム画面にて[製品:経費精算]となっていることを確認し、[支出の記録]内[VAT]を選択し、設

定画面を開いてください。 

 

本設定により、課税対象の経費タイプが[日本国内]利用と保存された場合に限り、消費税額が自動計算

されるようになります。 

日本の場合、経費タイプごとに課税(税率 8%)もしくは非課税(税率 0％)にて設定することが可能です。 

 

 

[VAT]セクションに関しては以下設定ガイドにも記載がございますので、適宜ご参照ください。 

設定ガイド 課税 

https://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Current_jp/STD_Guides_Ex

p/SG_Exp_Taxation-jp.pdf 

 

  



 

53 

 

【設定方法(日本の場合)】 

1. 日本の税設定を選択し、[アクティブ化]をクリックします。 

税計算が不要な場合は、[非アクティブ化]し、次の設定に進んで下さい。 

2. 税グループ欄の[表示]リンクをクリックします。 

3. 課税対象の経費タイプを設定するにはグループ名[Standard]を選択し[修正]ボタンをクリック

します。 

4. [1.経費タイプを修正]タブで課税対象とする経費タイプを選択し、[次へ]ボタンをクリックしま

す。 

5. [2.還付コードを修正]タブで還付税規定欄の税コードを必要に応じて変更し、[完了]ボタンをク

リックします。 

6. [保存]ボタンで設定を保存します。 

7. 画面左上[経費の設定]をクリックし、設定ホーム画面に戻ってください。 

 

《注意事項》 

 課税対象とした場合、コンカーにて計算される税額は小数点以下四捨五入となります 

切り上げ/切り捨て計算には対応しておりませんので、ご注意ください。 

 新規経費タイプを作成した際には必ず課税/非課税設定を実施してください。 

 

 
 

[表示]リンクをクリック 

非アクティブ化 

アクティブ化 
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編集対象のグループ名を選択し、[修正]ボタンをクリック 
Standard:課税８％グループ 
Zero:非課税グループ 

 

経費タイプを選択し、
[次へ]ボタンをクリック 

 

税コードを編集し、
[完了]ボタンをクリック 
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例）国内でタクシー代(課税)を経費登録した場合 

[国:日本][金額:1,000 円]で経費を保存すると[C.TAX の JPY での金額:74 円]が 

自動計算されます。 

 

  

非課税の経費タイプを設定するには
グループ名[Zero]を編集 
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 経費承認 

設定ホーム画面にて[製品:経費精算]となっていることを確認し、[経費ポリシー]内[経費承認]を選択

し、設定画面を開いてください。 

 

経費精算レポート承認のプロセスおよびルールを定義します。 

 

 

《注意事項》 

事前申請については、ユーザーに紐づいた 1 人のマネージャーで承認フローが完了する 1 段階承認

のみとなります。 
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ステップ 1:承認経路を選択 

経費精算レポートの承認経路を選択します。4 パターンから１つを選択することが可能です。各承認経

路の詳細は[例を表示]でご確認ください。(複数選択不可) 

 

このフロー上でのマネージャーは、ユーザーアカウント情報内 [経費の承認者] に指定されているユー

ザーを意味します。 

このフロー上での経費処理者は、ユーザーアカウント情報内 [経費精算レポートの処理可] の権限が付

与された全ユーザーを意味します。 

 

《ユーザーアカウント情報画面》 

   

 

《注意事項》 

 ユーザーアカウント情報内 [経費精算レポートを承認可能] の権限が付与された全ユーザーが [経

費の承認者] のプルダウンに表示されます。 

 マネージャーはユーザーごとに指定する必要がありますが、処理者はユーザーごとの指定は不要で

す。 
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◆従業員が承認のために提出した支払申請を、誰に送りますか? 

1. マネージャー > 経費処理者 

従業員の経費精算レポート提出後、マネージャー承認、経理担当者の承認となります。 

 

 

 

《必要な設定》 

承認フローを選択後、従業員に紐づく承認者 1 人をユーザーアカウント情報にて指定する必要

があります。 

 

《ユーザーアカウント情報画面》 

承認者の設定 
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2. マネージャー > 承認権限者 > 経費処理者 

従業員の支払申請レポート提出後、マネージャーが承認をします。マネージャーの承認限度額

に応じて承認フローが分かれます。 

 

パターン１:マネージャーの承認限度額を超えている場合 

マネージャーが承認すると次の承認者を指定するよう促されます。 

次の承認権限者を指定し、承認権限者の承認、処理者の承認となります。 

 

パターン２:マネージャーの承認限度額以内の場合 

マネージャーが承認権限者の役割も兼ねるとみなされ、マネージャーの承認後、

処理者の承認となります。 
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《必要な設定》 

承認フローを選択後、従業員に紐づく承認者 1 人をユーザーアカウント情報にて指定する必要

があります。 

また、ユーザーアカウント情報に[レポート承認の限度額]と金額を入力するエリアが表示され

ます。マネージャー、および承認者のユーザーアカウント情報にて、 [レポート承認の限度額]

の権限を付与し、限度額を設定します。 

 

《ユーザーアカウント情報画面》 

① 承認者の設定 

 
 

② 承認者自身の承認限度額の設定 

  

 《注意事項》 

「レポート承認の制限可能」にチェックを入れない/0JPY で登録をした場合、上限 0 と判定さ

れ、どのようなレポートも必ず次の承認者に承認依頼がされます。 
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3. マネージャー > 2 番目の承認者 > 経費処理者 

従業員の経費精算レポート提出後、マネージャー承認、2 番目の承認者による承認、経理担当者

の承認となります。マネージャーが 10 日以内に承認をしなかった場合、自動的に 2 番目の承認

者に転送されます。 

 

《必要な設定》 

承認フローを選択後、従業員に紐づく承認者 1 人または 2 人をユーザーアカウント情報にて指

定する必要があります。2 番目の承認者を設定しない場合は、承認者は 1 人と判断します。 

 

《ユーザーアカウント情報画面》 

承認者の設定 
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4. マネージャー > マネージャーのマネージャー（最大 5 レベル） > 経費処理者 

従業員の支払申請レポート提出後、マネージャーが承認をします。 

マネージャーの承認限度額が十分な場合、処理者の承認となります。 

マネージャーの承認限度額が不足している場合、マネージャーのマネージャーに承認フローが進

みます。承認限度額が十分なマネージャーまで（最大 5 名）承認フローが進み、最後に処理者

の承認となります。 

《必要な設定》 

承認フローを選択後、従業員に紐づく承認者 1 人をユーザーアカウント情報にて指定する必要

があります。 

また、ユーザーアカウント情報に[レポート承認の限度額]と金額を入力するエリアが表示され

ます。マネージャー、および承認者のユーザーアカウント情報にて、 [レポート承認の限度額]

の権限を付与し、限度額を設定します。 

 

《ユーザーアカウント情報画面》 

① 承認者の設定 

 
  

② 承認者自身の承認限度額の設定 
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ステップ 2:ワークフローの優先設定を選択 

ワークフローに関連するルール設定を行います。必要な項目にチェックを付けてください。 

 

設定項目 内容 

別の承認者の追加をマネージャーに許

可する。 

マネージャーが承認経路に承認者を追加することが可能となります。 

他の承認者の追加を従業員に許可す

る。 

経費精算レポート申請者が承認経路に承認者を追加することが可能と

なります。 

レポートが承認待ちのまま XX 日間経

過した場合は、承認者のマネージャー

にルート変更する。 

マネージャーが 3 日以内に承認、もしくは差戻しを行わなかった場

合、自動的に備忘メールが送られます。この設定をオンにしている

と、XX 日以内に承認、もしくは差戻しを行わなかった場合、自動的

に承認者のマネージャーへ転送されます。承認者のマネージャーが登

録されていない場合は、経理担当者へ転送されます。 

レポートの撤回を従業員に許可する。 経理担当者の承認が完了する前までは、経費精算レポート申請者によ

るレポートの撤回が可能となります。 

設定が完了したら、[保存]ボタンで設定を保存します。 

画面左上[経費の設定]をクリックし、設定ホーム画面に戻ってください。 

 

 

[承認経路]セクションに関しては以下設定ガイドにも記載がございますので、適宜ご参照ください。 

設定ガイド 承認経路 

https://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Current_jp/STD_Guides_Ex

p/SG_Exp_Approval_Routing-jp.pdf 
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 経費コンプライアンス 

本設定を行うことで、規定違反のレポートが作成された際に警告メッセージの表示や提出不可にすること

が可能です。 

 

 

設定ホーム画面にて[製品:経費精算]となっていることを確認し、[経費ポリシー]内[経費コンプライア

ンス]を選択し、設定画面を開いてください。 

 

経費精算レポート作成に関するルールを設定します。 

従業員の入力内容に規定違反と判定されたもの
があり、警告メッセージが表示されています。 
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4.8.1 コンプライアンスルール 

一部国別の設定項目があります。[グローバル構成]で全体に対する設定をし、その後[日本]を選択して

設定をします。 

内容を確認し、適用させるコンプライアンスルールにチェックを入れます。チェックを入れた項目につ

いては、警告メッセージを確認し、運用に応じて文言の修正をします。 

 

 

   

  

必要な項目にチェック 

必要に応じて警告メッセージを編集 



 

67 

 

経費の設定 

設定項目 内容 

経費アシスタントについて、ユーザーに

オプト アウトまたは使用を許可します。 

[レポートに追加できる経費] に経費エントリがある場合は、経費

アシスタント機能が経費エントリを自動的に経費精算レポートに追

加します。 

経費精算レポートの分割を承認者に許可

する 

承認者による部分承認を可能とします。経費精算レポートの一部の

経費を承認し、残りを差戻してレポートを分割することができま

す。 

走行距離グリッドによる走行経費の追加

をユーザーに許可する 

クイック経費から走行経費を作成できるようになります。クイック

経費とは、経費精算レポートにおいて複数の経費を同時に作成する

ことができる機能となっています。 

※ [4.9 走行距離] を設定している場合のみ検討が必要な項目で

す。 

経費取引のインポートで個人のクレジッ

ト カードの追加をユーザーに許可する国 

※日本では対応しておりません。 

現金支払タイプを次の名前に変更 支払タイプ[現金]を別の名前に変更することができます。 

 

一般コンプライアンス 

設定項目 内容 

フラグを立てる経費タイプ: 

その経費タイプが使用しない支払タイ

プ: 

選択した経費タイプにおいて、指定した支払タイプ以外の支払方法

が選択された場合、警告メッセージを表示します。 

※必要に応じて警告メッセージを修正してください。 

すべてのホテル経費の明細化が必須 室料などの宿泊経費の明細化を必須とします。 

将来の日付の経費をユーザーに作成させ

ない 

取引日が未来日付となっている場合に、警告メッセージを表示しま

す。（GMT±0 で判断されます。） 

※必要に応じて警告メッセージを修正してください。 

重複の可能性がある経費にフラグを立て

る 

経費タイプ、取引日、金額が同じ経費は、重複の可能性がある経費

としてメッセージが表示されます。 

同席者の経費が次の金額を超えたらフラ

グを立てる 

[日本]を選択し、設定をします。 

同席者の金額は均等に按分されます。同席者一人あたりの金額が指

定した金額を超過した場合、警告メッセージを表示します。 

※必要に応じて警告メッセージを修正してください。 
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設定項目 内容 

この日数よりも古い取引日の経費にフラ

グを立てる 

指定した日数よりも前の取引日の場合、警告メッセージを表示しま

す。 

※必要に応じて警告メッセージを修正してください。 

同席者を伴う経費に自分以外の同席者を

必須とする 

同席者を含む経費の場合、自分以外の同席者入力を必須とします。

自分以外の同席者の入力がない場合、警告メッセージを表示しま

す。 

※必要に応じて警告メッセージを修正してください。 

新しい経費の既定の支払タイプを設定 新しい経費を作成した際の規定の支払タイプを選択します。 

為替レートの差異が次の ％ を超えたら

フラグを立てる 

(5,10 どちらかを選択可能) 

[日本]を選択し、設定をします。 

システムが提案した為替レート（OANDA）に対して、ユーザーが

入力した値との差異が指定した割合を超えた場合に警告メッセージ

を表示します。 

※規定の％以外の値でフラグ表示を希望する場合は導入担当へご相

談ください。 

※必要に応じて警告メッセージを修正してください。 

次のフィールドで、従業員の配賦先と経

費の配賦先が一致[しない]場合にフラグ

を立てる 

指定したフィードの値が、ユーザー情報で設定している従業員の値

と異なる場合に、警告メッセージを表示します。 

例:従業員の[所属]が○○事業部で、経費入力の[所属]や配賦の

[所属]が○○事業部以外の値である場合に警告メッセージを表示し

ます。 

※必要に応じて警告メッセージを修正してください。 

コメントを必須とする経費タイプ 選択した経費タイプに対してコメント入力を必須とします。コメン

ト入力がない場合、警告メッセージを表示します。 

※必要に応じて警告メッセージを修正してください。 

無作為に処理者の監査対象とする提出済

レポートの割合 

提出された経費精算レポートの中から、指定した割合に応じて経理

担当者の監査対象とするレポートをランダムに選出します。監査対

象となったレポートについては、経理担当者にのみ警告メッセージ

を表示します。この機能は、経理担当者に注意深くレポートをチェ

ックすることを促すための手段として利用します。 

※必要に応じて警告メッセージを修正してください。 

経費を作成しない E-Receipt の削除をユ

ーザーに許可する 

経費に紐付けていない E-Receipt（電子領収書）を削除することが

できます。 

経費を作成しない出張セグメントの削除

をユーザーに許可する 

※日本では対応しておりません。 
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法人カード コンプライアンス 

法人カード連携を行う場合、以下 3 点のコンプライアンスルール検討が必要です。 

(法人カードをお使いにならない場合はすべて無効化してください。) 

設定項目 内容 

法人カードで支払われていない場合にフ

ラグを立てる経費 

選択した経費タイプについて、法人カードの支払タイプでない場合

に警告メッセージを表示します。 

※必要に応じて警告メッセージを修正してください。 

法人クレジット カードの私的利用にフラ

グを立てる 

社用クレジットカードが私的利用に使用された場合に、警告メッセ

ージを表示します。 

経費入力フィールド[私的出費（払戻対象外）]にチェックがついて

いる場合に、私的利用と判断されます。 

※必要に応じて警告メッセージを修正してください。 

この日数以上経過した未使用のコーポレ

ートカード取引についてユーザーにメー

ル送信する 

指定した日数よりも前の法人カード取引で、未精算のものがある場

合にユーザーにメールを送信します。 
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4.8.2 領収書の取扱オプション 

[2.領収書の取扱オプション]を開いてください 

 

経費タイプごとに領収書が必要か否かの設定が可能です。 

一部国別の設定項目があります。[グローバル構成]で全体に対する設定をし、その後[日本]を選択して

設定をします。 

以下 4 点が[グローバル構成]選択時の設定項目です。 

 

設定項目 内容 

領収書が不要な経費タイプ 領収書の添付が不要の経費タイプを選択します。 

領収書が必須である経費タイプ 領収書の添付が必須の経費タイプを選択します。 

領収書が必須であるレポートは、領収書を

添付するまでマネージャーに提出できない 

領収書が添付されていない場合、マネージャー承認を受けられな

いようにします。 

レポートレベルではなく、経費項目レベル

に領収書を添付しなければならない 

レポートレベルではなく、経費入力レベルで領収書が添付されて

いない場合、マネージャー承認を受けられないようにします。 
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以下が[日本]設定時の設定項目です。 

 

設定項目 内容 

この金額を超える現金経費には領収書が必

須 

[日本]を選択し、設定をします。 

上記以外の経費タイプについて、現金経費で領収書の添付を必要

とする金額を指定します。 

この金額を超えるカード経費には領収書が

必須 

[日本]を選択し、設定をします。 

上記以外の経費タイプについて、カード経費で領収書の添付を必

要とする金額を指定します。 

領収書紛失届 ※日本では未対応の機能です。 

紛失届の説明 ※日本では未対応の機能です。 

紛失届の陳述/受諾 ※日本では未対応の機能です。 
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4.8.3 経費精算の限度額 

[3.経費精算の限度額]を開いてください 

特定の期間に応じた経費タイプの限度額を設定します。設定をする必要のない場合は、画面左上[経費の

設定]をクリックして設定ホーム画面に戻ってください。 

 

【設定方法】 

1. [日本]を選択します。 

2. [新規]ボタンをクリックします。 

3. 名前を入力します。 

4. 経費タイプを選択します。 

5. 期間を選択します。 例:1 日あたりの限度額を設定する場合は、毎日を選択します。 

6. 限度額を入力します。(通貨は設定国に依存します。) 

7. 限度額を超過した場合に表示するメッセージを設定します。 

8. [保存]ボタンで設定を保存します。 

 

画面左上[経費の設定]をクリックし、設定ホーム画面に戻ってください。 

 

《注意事項》 

 [1 週間]を選択した場合、警告メッセージ有無の計算期間は、その取引日の直前の日曜から直後の

土曜までの取引金額総計から判定されます。 

 [1 か月]を選択した場合、警告メッセージ有無の計算期間はその取引月の最初の日曜日から翌月の

初回日曜日の一日前の土曜日までを判定期間とします。 

 本ページにて設定した場合、以下条件にて規定違反の判断がされます。 

 経費エントリ/明細エントリともにチェック対象となります。 

 レポート提出ボタンをクリックしたタイミングでチェックがされます。 

 警告のみのため、提出は可能です。(提出不可となるようなチェック機能ではありません。) 
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[コンプライアンスルール]セクションに関しては以下設定ガイドにも記載がございますので、適宜ご参

照ください。 

設定ガイド コンプライアンスルール 

https://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Current_jp/STD_Guides_Ex

p/SG_Exp_Compliance_Controls-jp.pdf 
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 走行距離 

 設定ホーム画面にて[製品:経費精算]となっていることを確認し、[支出の記録]内[走行距離]を選択

し、設定画面を開いてください。 

 

私有車または社用車の走行距離に対する払戻レートを設定します。 

設定するためには、前提として経費タイプの設定にて[私有車-走行経費払戻]、または[社用車-走行経費

払戻]のカテゴリを使用する経費タイプを作成する必要があります。設定の必要がない場合は、本ステッ

プでの設定はせず、画面左上[経費の設定]をクリックして設定ホーム画面に戻ってください。 

 

《参考:経費の経費タイプ》 
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【設定方法】 

私有車レート 

1. [日本]を選択します。 

2. [新規]ボタンをクリックします。 

3. 発行日と 1 キロあたりのレートを入力します(日本の場合は[\/km]、アメリカの場合は[USD/マ

イル])。 

4. [保存]ボタンで設定を保存します。 

※Google マップを使用した距離計算を可能とする場合、[マップとの統合を許可する]を[はい]にし

ます。 

 

社用車レート 

1. [日本]を選択します。 

2. [新規]ボタンをクリックします。 

3. 車両タイプを選択します。 

4. 発行日と 1 キロあたりのレートを入力します(日本の場合は[JPY/km]、アメリカの場合は[USD/

マイル])。 

5. (オプション)必要に応じて乗客あたりレート、私的利用した際のレート(マイナス)を入力しま

す。 

6. [保存]ボタンで設定を保存します。 

※Google マップを使用した距離計算を可能とする場合、[マップとの統合を許可する]を[はい]にし

ます。 

 

[日本]を設定 

私有車のレート設定 

社用車のレート設定 

Google マップを使
用して距離計算 
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《注意事項》 

社用車を使うユーザーはプロファイル画面にて社用車の車両 ID の登録を別途行う必要があります。

(行わない場合、社用車経費タイプを使った経費の保存ができません。) 

 

 

《参考:社用車の払戻金額計算方法》  

(レート * 仕事関連のキロ数) + (私的レート * 私的使用のキロ数)  

+ (乗客あたりのレート * 仕事関連のキロ数 * 乗客数) 

 

画面左上[経費の設定]をクリックし、設定ホーム画面に戻ってください。 

 

 

[走行距離]セクションに関しては以下設定ガイドにも記載がございますので、適宜ご参照ください。 

設定ガイド 車両構成 

https://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Current_jp/STD_Guides_Ex

p/SG_Exp_Car_Configuration-jp.pdf 
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 従業員への支払 

設定ホーム画面にて[製品:経費精算]となっていることを確認し、[払い戻し]内[従業員への支払]を選

択し、設定画面を開いてください。 

 

 

 

従業員への払戻方法を設定します。ユーザー情報で各ユーザーの払戻方法を設定でき、支払マネージャ

ーはここで定義した払戻方法単位で経費精算データファイルを出力します。 

 

 

 

[従業員への払戻]セクションに関しては以下設定ガイドにも記載がございますので、適宜ご参照くださ

い。 

設定ガイド 従業員への支払 

https://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Current_jp/STD_Guides_Ex

p/SG_Exp_Employee_Reimbursement-jp.pdf 
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【設定方法】 

1. [新規の従業員への払戻]ボタンをクリックします。 

2. 支払方法を設定する国、通貨、支払方法を選択します。 

3. [スケジュール]タブにて、支払処理へ回すデータを締め切って経費精算データファイルを作成する

タイミングとして、[オンデマンド]を設定します。 

4. (オプション)[勘定コード]タブにて、負債勘定コード、現金勘定コードを入力します。 

5. [保存]ボタンで設定を保存します。 

画面左上[経費の設定]をクリックし、設定ホーム画面に戻ってください。 

 

 

 

 

 

  

オンデマンドを選択 
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 クレジットカード 

法人カード連携をご使用になるお客様について、コンカー側で設定を行います。 

※お客様による設定は不要です。この画面は編集しないでください。 
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 経費ファイルエクスポート 

設定ホーム画面にて[製品:経費精算]となっていることを確認し、[接続]内[経費ファイルエクスポー

ト]を選択し、設定画面を開いてください。 

 

経費精算データファイルの出力構成を設定します。 
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4.12.1  ファイル形式 

[1.ファイル形式]を開いてください。 

 

オプション１もしくはオプション２を選択します。既定の形式で出力をする場合、オプション 1 を選択

します。この場合、[保存]ボタンで設定を保存します。これでファイルエクスポートの設定は完了で

す。画面左上[経費の設定]をクリックし、設定ホーム画面に戻ってください。 

出力項目を制御するなどカスタマイズする場合は、オプション 2 を選択します。この場合、[保存]ボタ

ンで保存をした後、詳細を設定していきます。 

設定項目 内容 

オプション 1 コンカー既定の項目を CSV ファイルにて出力します。 

オプション１を選択した場合、以降の設定は不要です。 

※CSV をエクセルで開くと日本語の文字化けが発生するため、本オプションを選択する場

合、出力 CSV ファイルはテキストエディタを使って開くようにしてください。 

オプション２ 

(推奨) 

出力形式、出力項目をカスタマイズする場合はこちらを選択ください。 

カスタマイズは次以降の設定で行います。 
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《参考:オプション１を選択した場合の出力項目(48 項目)》 

フィールド ラベル 会計ファイル出力時の記載表記 内容 

Batch Date Batch Date 支払マネージャーにてバッチ実行を行った日 

従業員 ID Employee ID 請求書所有者の従業員 ID 

従業員の姓 Employee Last Name 請求書所有者の従業員の姓 

従業員の名 Employee First Name 請求書所有者の従業員の名 

レポート ID Report ID 経費精算レポートを一意に決定する文字列 

レポート通貨の英字コード Report Currency Alpha Code 申請された通貨 

レポート提出日 Report Submit Date レポートを従業員が提出した日 

支払処理日 
Report Processing Payment 

Date 
支払マネージャーを起動した日 

レポート名 Report Name レポート名 

経費タイプ 
Report Entry Expense Type 

Name 
経費エントリ作成時の経費タイプ 

取引日 Report Entry Transaction Date 経費エントリ作成時の取引日 

私的出費  

(払戻対象外) 
Report Entry Is Personal Flag 

その経費エントリが私的出費として登録されてい

るかどうか 

(私的出費:Y、そうでなければ N) 

※CBCP のカード取引データにて私的出費とした

場合のみ、明細が出力され、私的フラグが[Y]と

なります。 

業務目的 Report Entry Description 

その経費詳細画面にて入力した業務目的 

(レポートヘッダーにて業務目的を記載し、エン

トリ毎の業務目的を記載しなかった場合はヘッダ

ーに記載されている業務目的が表示されます) 

支払先名 Report Entry Vendor Name 
経費エントリの業者 

（一部対応していない経費フォームあり） 

業者の説明 
Report Entry Vendor 

Description 
経費エントリの業者の説明 

支払タイプ コード 
Report Entry Payment Code 

Code 
経費エントリの支払タイプ 

支払コード 
Report Entry Payment Code 

Name 
経費エントリの支払タイプ 

レポート支払払戻タイプ 
Report Payment 

Reimbursement Type 
※日本未対応のフィールドです。 
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フィールド ラベル 会計ファイル出力時の記載表記 内容 

口座番号 
Billed Credit Card Account 

Number 
クレジットカードに記されたカード番号 

カードに記された名前 
Billed Credit Card Account 

Description 
クレジットカードに記された名前 

支払元支払タイプ名 
Journal Payer Payment Type 

Name 
支払元（Employee=従業員, Company=会社） 

支払先支払タイプ名 
Journal Payee Payment Type 

Name 

支払先（Employee=従業員が立

替,Sumitomo~=クレジットカード会社が立

替,Company=会社が立替） 

仕訳総額 Journal Amount 
エントリの仕訳金額（経費として承認された金

額） 

仕訳勘定科目コード Journal Account Code 最終承認時に経費タイプに設定されている勘定科

目コード 

仕訳の貸し借り Journal Debit Or Credit DR＝現金、CR＝クレジット 

現金勘定コード 
Payment Demand Company 

Cash Account Code 
バッチごとに設定している現金勘定コード 

支払責任勘定コード 
Payment Demand Company 

Liability Account Code 
バッチごとに設定している負債勘定コード 

支払の決済日 Estimated Payment Date 支払マネージャを起動した日＋5 日 

税名 Tax Authority Name 税務局名（日本の場合は「JP Tax Authority」） 

税ラベル Tax Authority Label 税ラベル（日本の場合は「C.TAX」） 

取引税額 
Report Entry Tax Transaction 

Amount 
経費エントリの申請額の申請通貨での税額 

計上税額 
Report Entry Tax Posted 

Amount 
エントリの申請額の払戻通貨に対する税額 

税ソース Report Entry Tax Source ※日本未対応のフィールドです。 

取引金額を還付要求 
Report Entry Tax Reclaim 

Transaction Amount 
※日本未対応のフィールドです。 

計上金額を還付要求 
Report Entry Tax Reclaim 

Posted Amount 
※日本未対応のフィールドです。 

税規定 Report Entry Tax Code ※日本未対応のフィールドです。 

国内税還付フラグ 
Report Entry Tax Reclaim 

Domestic Flag 
※日本未対応のフィールドです。 

調整後の計上税額 
Report Entry Tax Adjusted 

Amount 
レポートエントリの承認額に対する税額 
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フィールド ラベル 会計ファイル出力時の記載表記 内容 

調整後金額を還付要求 
Report Entry Tax Reclaim 

Adjusted Amount 
※日本未対応のフィールドです。 

配賦還付コード 
Report Entry Tax Allocation 

Reclaim Code 
エントリの経費タイプに紐づく税還付コード 

調整後金額の還付要求取引 
Report Entry Tax Reclaim 

Trans Adjusted Amount 
※日本未対応のフィールドです。 

税計上総額 
Report Entry Total Tax Posted 

Amount 
レポートエントリの申請金額に対する税額 

正味の税額 Net Tax Amount 申請金額に対する本体価格 

調整後金額の総還付額 
Report Entry Total Reclaim 

Adjusted Amount 
※日本未対応のフィールドです。 

調整後正味還付額 Net Adjusted Reclaim Amount 配賦を考慮した 1 明細の税額 

調整後の正味の税還付総額

の仕訳 

Journal Net of Total Adjusted 

Reclaim Tax 
※日本未対応のフィールドです。 

調整後の正味総額の仕訳 
Journal Net of Total Adjusted 

Tax 
配賦を考慮した税込み総額 
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4.12.2  出力する文字データ 

[2.出力する文字データ]を開いてください。 

ヘッダーや詳細フィールドにて、フィールドラベル[出力する文字列]を使用して出力される文字列を設

定します。[出力する文字列]を使用しない場合は、設定はせず、次の設定に進んでください。 

   

【設定方法】 

1. 固定値を含める場合は、ステップ 1 で固定値を入力し、[固定値を追加]ボタンをクリックしま

す。 

2. フィールドの値を含める場合、対象のフィールドをステップ 1 で選択し、[追加]ボタンをクリッ

クします。 

3. ステップ 2 で順序や位置や⾧さを設定します。 

例:従業員 ID は前ゼロの 10 桁とする場合([123]→[0000000123]) 

・ [位置揃え]で[右]を選択します。 

・ [埋め込み文字]で[ゼロ]を選択します。 

・ [セグメント⾧さ]で 10 を入力します。 

4. [3.全般設定]へ遷移し設定を保存します。 
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4.12.3  全般設定 

[3.全般設定]を開いてください。 

支払マネージャーに表示される支払バッチ毎に出力方式を設定する必要があります。 

 

【設定方法】 

1. 設定する支払バッチを選択します。( [4.10 従業員への支払] での設定に依存します) 

2. 赤いバーがついている必須項目(4 項目)について設定します。 

3. [保存]ボタンで設定を保存します。 

 

《注意事項》 

 ファイルは UTF-8 で出力されます。日本語の文字化けを防ぐため、[ファイル拡張子を選択]で

[.xls]は選択しないでください。推奨は[.txt]です。 

 支払タイプが CBCP の法人カード取引ファイルの設定を行う場合は[行詳細を別の行に表示:はい]

と設定する必要があります。 

 

 

設定する支払バッチを選択 

txt が推奨拡張子です。 
csv の場合文字化けを防ぐためテキストエデ
ィタにてファイルを開く必要があります。 
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《税詳細を別の行に表示〉 

設定項目 会計ファイルでの出力方法 

いいえ 1 経費当たり 1 行で出力をします。 

はい 1 経費当たり 2 行で出力をします。 

 ・1 行目:税額以外の値を出力 

 ・2 行目:税額のみの値を出力 

別の行と Expense の両方に表示 1 経費当たり 2 行で出力をします。 

 ・1 行目:税額記載も含んだ 1 経費の値を出力 

 ・2 行目:税額のみの値を出力 
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4.12.4  ヘッダー 

[4.ヘッダー]を開いてください。 

経費精算データファイル出力時、ヘッダー行に出力する項目を設定します。 

本設定を行った場合、会計ファイルは、1 行目にヘッダーラベル、3 行目にヘッダー値が出力されま

す。ヘッダー行を必要としない場合は本ステップでの設定はせず、次の設定に進んでください。 

 

【設定方法】 

1. ステップ 1 にて編集対象の支払バッチを選択します。 

2. 経費をグループ分けして出力する場合、ステップ 2 でグループ分けをするフィールドを選択しま

す 

ステップ２にてフィールドを選択した場合、そのグループごとにヘッダー行が挿入されます。 

ファイルが分割されるわけではありませんのでご注意ください。 

3. ヘッダーに固定値を含める場合、ステップ 3 で固定値を入力し、[固定値を追加]ボタンをクリッ

クします。 

4. ヘッダーに含めるフィールドをステップ 3 で選択し、[追加]ボタンをクリックします。 

5. ステップ 4 で順序を整理します。 

6. [次へ]ボタンで設定を保存します。 
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4.12.5  詳細フィールド 

[5.詳細フィールド]を開いてください。 

会計ファイルへの出力フィールドの設定を行います。 

 

  【設定方法】 

1. ステップ 1 にて編集対象の支払バッチを選択します。 

2. 詳細データに固定値を含める場合、ステップ 2 で固定値を入力し、[固定値を追加]ボタンをク

リックします。 

3. 詳細フィールドを追加する場合、ステップ 2 でフィールドを選択し、[追加]ボタンをクリック

します。 

4. 詳細フィールドを削除する場合、ステップ 3 でフィールドを選択し、[削除]ボタンをクリック

します。 

5. 詳細フィールドを置き換える場合、ステップ 2 からで追加するフィールドを選択し、ステップ 3

から削除するフィールドを選択し、[置換]ボタンをクリックします。 

 

《注意事項》 

ステップ２で表示されるラベル名と、ステップ３で表示されるラベル名は同項目でも若干差異があり

ますので設定時はご注意ください。 
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《参考:オプション 2 を選択した場合の出力可能項目(77 項目)》 

ステップ 2 

フィールド ラベル（左） 

ステップ 3 

フィールド ラベル（右） 

会計ファイル出力

時の記載表記 
内容 

クレジット カード取引の

計上金額 
計上金額 

Credit Card 

Transaction 

Posted Amount 

クレジットカードエントリの金額 

クレジット カード取引参

照番号 
取引参照 

Credit Card 

Transaction 

Reference 

Number 

クレジットカードエントリを一意に決める番号 

バッチ ID バッチ ID Batch ID バッチを一意に決定する文字列 

バッチ日 バッチ日 Batch Date 
支払いマネージャーにてバッチ実行を行った日(”すぐに終了”をクリッ

クした日) 

ファイル シーケンス番号 ファイル シーケンス番号 
File Sequence 

Number 
ファイルのレコード番号 

レポート ID レポート ID Report ID 経費精算レポートを一意に決定する文字列 

レポート エントリ ID レポート エントリ キー Report Entry Id 経費精算レポートの１エントリを一意に決定する文字列 

レポート エントリ XML 

領収書のサプライヤー税 

ID 

税 ID 

Report Entry Xml 

Receipt Supplier 

Tax ID 

※日本未対応のフィールドです。 

レポート エントリの XML 

領収書 UUID 
UUID 

Report Entry Xml 

Receipt UUID 
※日本未対応のフィールドです。 

レポート エントリの取引

日 
取引日 

Report Entry 

Transaction Date 
エントリ作成時の取引日 

レポート エントリの取引

金額 
外貨金額 

Report Entry 

Transaction 

Amount 

従業員が入力した通貨に対する金額 

(数字のみ) 

レポート エントリの国内

税還付フラグ 
国内分を還付 

Report Entry Tax 

Reclaim Domestic 

Flag 

※日本未対応のフィールドです。 

レポート エントリの支払

コード 
支払タイプ コード 

Report Entry 

Payment Code 

Code 

経費エントリの支払タイプ 

レポート エントリの支払

コード名 
支払コード 

Report Entry 

Payment Code 

Name 

経費エントリの支払タイプ 

レポート エントリの支払

タイプ名 
支払タイプ 

Report Entry 

Payment Type 

Name 

経費エントリの支払タイプ 

レポート エントリの支払

先名 
値 

Report Entry 

Vendor Name 

レポートエントリの業者 

（一部対応していない経費フォームあり） 
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ステップ 2 

フィールド ラベル（左） 

ステップ 3 

フィールド ラベル（右） 

会計ファイル出力

時の記載表記 
内容 

レポート エントリの業者

説明 
業者の説明 

Report Entry 

Vendor 

Description 

経費エントリの業者の説明 

レポート エントリの為替

レート 
為替レート 

Report Entry 

Exchange Rate 
入力したエントリの為替レート 

レポート エントリの私的

フラグ 

私的出費  

(払戻対象外) 

Report Entry Is 

Personal Flag 

そのエントリが私的出費として登録されているかどうか 

 (私的出費:Y、そうでなければ N) 

※注意事項参照 

レポート エントリの税ソ

ース 
税ソース 

Report Entry Tax 

Source 
※日本未対応のフィールドです。 

レポート エントリの税取

引金額 
取引税額 

Report Entry Tax 

Transaction 

Amount 

エントリの申請額の申請通貨での税額 

レポート エントリの税既

定 
税規定 

Report Entry Tax 

Code 
※日本未対応のフィールドです。 

レポート エントリの税計

上金額 
計上税額 

Report Entry Tax 

Posted Amount 
エントリの申請額の払戻通貨に対する税額 

レポート エントリの税調

整後金額 
調整後の計上税額 

Report Entry Tax 

Adjusted Amount 
レポートエントリの承認額に対する税額 

レポート エントリの税還

付取引調整後金額 

調整後金額の還付要求取

引 

Report Entry Tax 

Reclaim Trans 

Adjusted Amount 

※日本未対応のフィールドです。 

レポート エントリの税還

付取引金額 
取引金額を還付要求 

Report Entry Tax 

Reclaim 

Transaction 

Amount 

※日本未対応のフィールドです。 

レポート エントリの税還

付調整後金額 
調整後金額を還付要求 

Report Entry Tax 

Reclaim Adjusted 

Amount 

※日本未対応のフィールドです。 

レポート エントリの税配

賦還付申請コード 
配賦還付コード 

Report Entry Tax 

Allocation 

Reclaim Code 

エントリの経費タイプに紐づく税還付コード 

レポート エントリの経費

タイプ名 
経費タイプ 

Report Entry 

Expense Type 

Name 

エントリ作成時の経費タイプ 

レポート エントリの計上

還付税額 
計上金額を還付要求 

Report Entry Tax 

Reclaim Posted 

Amount 

※日本未対応のフィールドです。 

レポート エントリの説明 業務目的 
Report Entry 

Description 

その経費詳細画面にて入力した業務目的 

(レポートヘッダーにて業務目的を記載し、エントリ毎の業務目的を記

載しなかった場合はヘッダーに記載されている業務目的が表示されま

す) 

レポート エントリの課税

計上総額 
税計上総額 

Report Entry 

Total Tax Posted 

Amount 

レポートエントリの申請金額に対する税額 
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ステップ 2 

フィールド ラベル（左） 

ステップ 3 

フィールド ラベル（右） 

会計ファイル出力

時の記載表記 
内容 

レポート エントリの請求

金額 
請求金額 

Report Entry 

Claimed Amount 
レポートエントリの申請金額 

レポート エントリの還付

調整総額 
調整後金額の総還付額 

Report Entry 

Total Reclaim 

Adjusted Amount 

※日本未対応のフィールドです。 

レポート エントリの領収

書タイプ 
領収書ステータス 

Report Entry 

Receipt Type 

エントリにて登録をした領収書ステータス情報 

（R＝領収書あり、N＝領収書なし、T=税領収書） 

レポート エントリ通貨の

英字コード 
英字コード 

Report Entry 

Currency Alpha 

Code 

申請された通貨 

レポート キー レポート キー Report Key レポートに与えられたキー 

レポートのユーザー定義の

日付 
レポート日 

Report User 

Defined Date 
従業員がヘッダーに登録したレポート日 

レポートの目的 業務目的 Report Purpose 従業員がヘッダーに登録した業務目的 

レポートの 

私的出費の総額 
私的出費 

Report Total 

Personal Amount 
エントリ作成時に私的出費と選択した項目の金額総計 

レポートの 

計上総額 
レポート総計 

Report Total 

Posted Amount 
レポートの総計金額（私的利用含む） 

レポート名 レポート名 Report Name レポート名 

レポート承認総額 承認金額 

Report Total 

Approved 

Amount 

１レポートの承認された総額 

レポート提出日 提出日 
Report Submit 

Date 
レポートを従業員が提出した日 

レポート 

支払処理日 
支払処理日 

Report Processing 

Payment Date 
支払マネージャーを起動した日 

レポートの支払払戻タイプ レポート支払払戻タイプ 

Report Payment 

Reimbursement 

Type 

※日本未対応のフィールドです。 

仕訳の貸し借り 
デビット/クレジット フ

ラグ 

Journal Debit Or 

Credit 
DR＝現金、CR＝クレジット 

仕訳勘定科目コード 勘定科目コード 
Journal Account 

Code 
エントリ作成時の経費タイプに紐づけられている勘定科目コード 

仕訳支払元支払コード名 支払コード 

Journal Payer 

Payment Code 

Name 

※日本未対応のフィールドです。 

仕訳支払先支払タイプ名 支払タイプ 

Journal Payee 

Payment Type 

Name 

支払先（Employee=従業員が立替,Sumitomo~=クレジットカード会

社が立替,Company=会社が立替） 

仕訳総額 金額 Journal Amount エントリの仕訳金額（経費として承認された金額） 

仮払の支払方法 仮払の支払方法 
Cash Advance 

Payment Method 
※仮払未使用のお客様が使用するとエラーとなります。 

仮払の日付 申請日 
Cash Advance 

Request Date 
※仮払未使用のお客様が使用するとエラーとなります。 
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ステップ 2 

フィールド ラベル（左） 

ステップ 3 

フィールド ラベル（右） 

会計ファイル出力

時の記載表記 
内容 

仮払の為替レート 為替レート 
Cash Advance 

Exchange Rate 
※仮払未使用のお客様が使用するとエラーとなります。 

仮払の発行日 発行日 
Cash Advance 

Issued Date 
※仮払未使用のお客様が使用するとエラーとなります。 

仮払の金額 申請金額 
Cash Advance 

Request Amount 
※仮払未使用のお客様が使用するとエラーとなります。 

仮払取引タイプ 仮払取引タイプ 
Cash Advance 

Transaction Type 
※仮払未使用のお客様が使用するとエラーとなります。 

仮払支払コード名 支払コード 

Cash Advance 

Payment Code 

Name 

※仮払未使用のお客様が使用するとエラーとなります。 

仮払申請キー 仮払キー 
Cash Advance 

Key 
※仮払未使用のお客様が使用するとエラーとなります。 

仮払申請通貨の数値コード 数値コード 

Cash Advance 

Request Currency 

Numeric Code 

※仮払未使用のお客様が使用するとエラーとなります。 

仮払申請通貨英字コード 英字コード 

Cash Advance 

Request Currency 

Alpha Code 

※仮払未使用のお客様が使用するとエラーとなります。 

仮払通貨の数値コード 数値コード 

Cash Advance 

Currency Numeric 

Code 

※仮払未使用のお客様が使用するとエラーとなります。 

仮払通貨の英字コード 英字コード 

Cash Advance 

Currency Alpha 

Code 

※仮払未使用のお客様が使用するとエラーとなります。 

会社が支払の総額レポート 会社が支払の金額 
Report Total 

Company Paid 
※日本未対応のフィールドです。 

会社への支払総額レポート 会社への支払金額 
Report Total Due 

Company 
※日本未対応のフィールドです。 

出力する文字列 出力する文字列 Account String 出力を指定した文字列を 1 つのセルに出力 

却下総額レポート 承認されていない金額 
Report Total 

Rejected 
レポート内で承認されていない金額の総計 

取引調整後の税還付総額の

配賦 
還付取引総額 

Allocation Total 

Tax Reclaim 

Transaction 

Adjusted Amount 

※日本未対応のフィールドです。 

取引額の税総額の配賦 取引額の税総額 

Allocation Total 

Tax Transaction 

Amount 

配賦額に基づく税額 

従業員 ID 従業員 ID Employee ID レポートを申請した従業員の従業員 ID 

従業員のミドルネーム ミドルネーム 
Employee Middle 

Name  
レポートを申請した従業員のミドルネーム 

従業員の名 従業員の名 
Employee First 

Name 
レポートを申請した従業員の名 
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ステップ 2 

フィールド ラベル（左） 

ステップ 3 

フィールド ラベル（右） 

会計ファイル出力

時の記載表記 
内容 

従業員の姓 従業員の姓 
Employee Last 

Name 
レポートを申請した従業員の姓 

従業員の払戻方法 払戻方法 

Employee 

Reimbursement 

Method 

レポートを提出した従業員の既定の払戻通貨情報 

（PMTSERV＝その他の払戻方法、APCHECK＝小切手） 

従業員の既定通貨の数字コ

ード 
数値コード 

Employee Default 

Currency Numeric 

Code 

レポートを提出した従業員の既定の払戻通貨情報 

従業員の既定通貨の英字コ

ード 
英字コード 

Employee Default 

Currency 

Alpha Code 

レポートを提出した従業員の既定の払戻通貨情報 

従業員への支払総額 従業員への支払金額 
Total Employee 

Due 
レポートあたりの従業員へ支払うべき金額 

推定支払日 支払の決済日 
Estimated 

Payment Date 
支払マネージャを起動した日＋5 日 

支払トレース番号 支払トレース 
Payment Trace 

Number 
※日本未対応のフィールドです。 

支払要請の会社現金勘定科

目コード 
現金勘定コード 

Payment Demand 

Company Cash 

Account Code 

バッチごとに設定している現金勘定コード 

支払要請の会社責任勘定科

目コード 
支払責任勘定コード 

Payment Demand 

Company Liability 

Account Code 

バッチごとに設定している負債勘定コード 

支払要請クレジット カー

ド業者 

クレジット カード 業者

名 

Payment Demand 

Credit Card 

Vendor 

※日本未対応のフィールドです。 

正味の税額 正味の税額 Net Tax Amount 申請金額に対する本体価格 

法人カードへの支払総額 法人カードへの支払金額 
Total Company 

Card Due 
1 レポートの中で法人カード会社へ支払うべき金額 

確認済支払総額レポート 確認済支払額 
Report Total 

Confirmed Paid 
※日本未対応のフィールドです。 

税務局ラベル 税ラベル 
Tax Authority 

Label 
税ラベル（日本の場合は「C.TAX」） 

税務局名 税名 
Tax Authority 

Name 
税務局名（日本の場合は「JP Tax Authority」） 

税還付取引総額の配賦 還付取引総額 

Allocation Total 

Tax Reclaim 

Transaction 

Amount 

※日本未対応のフィールドです。 

計上税総額の配賦 計上税額総額 

Allocation Total 

Tax Posted 

Amount 

配賦していない場合:税額が出力 

計上税還付総額の配賦 還付取引総額 

Allocation Total 

Tax Reclaim 

Posted Amount 

配賦している場合:配賦額に基づく税額が出力 
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ステップ 2 

フィールド ラベル（左） 

ステップ 3 

フィールド ラベル（右） 

会計ファイル出力

時の記載表記 
内容 

調整後の正味の税還付総額

の仕訳 

調整後の正味の税還付総

額の仕訳 

Journal Net of 

Total Adjusted 

Reclaim Tax 

※日本未対応のフィールドです。 

調整後の正味の税還付総額

の仕訳 V2 

調整後の正味の税還付総

額の仕訳 V2 

Journal Net of 

Total Adjusted 

Reclaim Tax V2 

※日本未対応のフィールドです。 

調整後の正味総額の仕訳 調整後の正味総額の仕訳 

Journal Net of 

Total Adjusted 

Tax 

配賦を考慮した税込み総額 

調整後の正味総額の仕訳 

V2 

調整後の正味総額の仕訳 

V2 

Journal Net of 

Total Adjusted 

Tax V2 

※日本未対応のフィールドです。 

調整後の税還付総額の配賦 調整後の総還付額 

Allocation Total 

Tax Reclaim 

Adjusted Amount 

配賦を考慮した 1 明細の税抜き本体価格 

調整後の税総額の配賦 調整後の計上税額合計 

Allocation Total 

Tax Adjusted 

Amount 

※日本未対応のフィールドです。 

調整後正味還付額 調整後正味還付額 
Net Adjusted 

Reclaim Amount 
配賦を考慮した 1 明細の税額 

請求クレジット カード口

座の説明 
カードに記された名前 

Billed Credit Card 

Account 

Description 

クレジットカードに記された名前 

請求クレジット カード口

座番号 
口座番号 

Billed Credit Card 

Account Number 
クレジットカードに記されたカード番号 

資金トレース番号 資金トレース 
Funding Trace 

Number 
※日本未対応のフィールドです。 

走行距離 走行距離 Business Distance 経費エントリの走行距離 

走行距離計の初期値 走行距離計の初期値 Odometer Start 走行距離の初期値を設定していた場合:初期値 
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《注意事項》 

 ※ 私的出費にチェックを入れたエントリ明細は、出力対象ではありません。CBCP のカード取引デ

ータにて私的出費とした場合のみ、明細が出力され、私的フラグが[Y]となります。 

 仮払関連フィールドは仮払機能有効化実施時のみ出力項目として設定可能です。有効化していない場

合は、出力フィールドとして追加なさらないようにお願いいたします。(追加してしまうと正常な出

力ができない場合があります。) 

 

《参考:仮払関連フィールド一覧》 

ステップ 2 

フィールド ラベル（左） 

ステップ 3 

フィールド ラベル（右） 
備考 

仮払の支払方法 仮払の支払方法 

仮払い 

関連情報 

仮払の日付 申請日 

仮払の為替レート 為替レート 

仮払の発行日 発行日 

仮払の金額 申請金額 

仮払取引タイプ 仮払取引タイプ 

仮払支払コード名 支払コード 

仮払申請キー 仮払キー 

仮払申請通貨の数値コード 数値コード 

仮払申請通貨英字コード 英字コード 
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4.12.6  サマリー/コピー 

別の支払バッチにも同じエクスポート構成を適用する場合、コピー先の支払バッチを選択してコピーを

することができます。 

コピー元の支払バッチとコピー先の支払バッチを選択し[コピー]をクリックすることで、コピー先に下

記フィールドがコピーされます。 

 アカウント文字列フィールド( [4.12.2 出力する文字データ] にて設定したフィールド一覧) 

 ヘッダーフィールド( [4.12.4 ヘッダー] にて設定したフィールド一覧) 

 詳細フィールド ( [4.12.5 詳細フィールド] にて設定したフィールド一覧) 

 

 

画面左上[経費の設定]をクリックし、設定ホーム画面に戻ってください。 

 

《注意事項》 

[4.12.3 全般設定] にて設定する項目はコピーができないため、複数のバッチ管理が必要な場合はバ

ッチ毎に設定をする必要があります。 

  

  

コピー元の支払バッチを選択 

コピー先の支払バッチを選択 



 

98 

 

[経費ファイルエクスポート]セクション、[支払マネージャー]に関しては以下設定ガイドにも記載がご

ざいますので、適宜ご参照ください。 

設定ガイド 会計ファイル出力 

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Current_jp/STD_Guide

s_Exp/SG_Exp_File_Export_Configuration-jp.pdf 

設定ガイド 支払マネージャー抽出 - Concur Standard の会計出力ファイル 

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Current_jp/STD_Guide

s_Exp/UG_Exp_PaymentManager-jp.pdf 
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 ユーザーアカウント 

設定ホーム画面にて[製品:経費精算]となっていることを確認し、[Concur にアクセス]内[ユーザーア

カウント]を選択し、設定画面を開いてください。 

 

 

コンカーを利用するユーザーを登録します。 

登録方法はマニュアルで１ユーザーごと入力する方法とインポート機能を使用する方法があります。 

Concur Request Standard をご契約いただいている場合のみ、[申請(事前申請)]関連項目が表示され

ます。 
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 ユーザーをマニュアルで登録する場合 

1. [ユーザーの作成/編集]ボタンをクリックします。 

2. 必要な情報を入力して[保存]ボタンをクリックします。(赤いバーがついている項目は入力必須

項目です。) 

 

《マニュアル設定項目》 

フィールド 必須入力項

目 

設定内容 

ログイン（メールアドレ

ス） 

○ コンカーにログインするために必要な ID です。 

通常はメールアドレスを使用します。＠を含んでいる必要がありま

す。 

パスワード ○ ※新規ユーザー登録時のみ設定が必要です。 

既存ユーザーに対しては空欄で表示され、変更不要であれば入力不

要です。 

従業員の名 ○ 従業員の名を登録します。 

従業員の姓 ○ 従業員の姓を登録します。 

ミドルネーム  ミドルネームを登録します。 

従業員 ID ○ 従業員 ID を登録します。 

メールアドレス ○ メールアドレスを登録します。 

承認待ちのレポート通知等、コンカーからのお知らせメールが届き

ます。 

従業員管理国 ○ 国を選択します。 

※選択後、居住国、ロケール、払戻通貨が自動選択されます。 

居住国 ○ 居住国を選択します。 

都道府県  都道府県を選択します 

ロケール ○ 言語を選択します。 

払戻通貨 ○ 払い戻し通貨を選択します。 

※従業員管理国が選択されていない場合、選択することができませ

ん。 

経費タイプの上限額ルー

ルから除外 

 [4.5.1 経費タイプ] で設定した限度額ルールを適用するか否かを制
御します 
 

カスタムフィールド 

Ex) 支店、部など 

 [4.4.2 フィールドの管理] にてカスタムフィールドを従業員レベル

での表示を設定している場合のみ表示されます。 
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フィールド 必須入力項

目 

設定内容 

経費の承認者  そのユーザーが経費精算レポートを提出した際の承認ユーザーを選

択します。 

「経費精算レポートを承認可能」の権限が付与されたユーザーのみ

プルダウンにて選択可能です。 

申請の承認者  そのユーザーが事前申請を提出した際の承認ユーザーを選択しま

す。 

「申請を承認可能」の権限が付与されたユーザーのみプルダウンに

て選択可能です。 

※Request 購入のお客様のみ表示されます。 

払戻方法 〇 払い戻し方法を選択します。 

Expense Policy Group  ポリシーグループを作成した場合にのみ設定が必要です。 

Cognos 分析レポートア

クセス 

 分析ツールを使用する権限を付与します。 

＜標準契約の場合＞ 

コンシューマー:分析レポートの閲覧のみ可能 

（10 人まで付与可能） 

ビジネスオーサー:分析レポートの作成・閲覧が可能 

（５人まで付与可能） 

※Intelligence をご購入いただいている場合は、導入担当へご確認

ください。 

管理可  管理ツールへのアクセスが必要な方にチェックが必要です。 

 ＊経費の設定 

 ＊支払マネージャー 

 ＊法人カード管理 など 

経費精算レポート処理可  承認された経費精算レポートを最終処理をするユーザーにはチェッ

クを付けます。 

経費精算レポートを提出

可能 

 経費精算レポートを作成し、提出するユーザーにチェックを付けま

す。 

経費精算レポートを承認

可能 

 経費精算レポートを承認するユーザーにチェックをつけます。 

申請を提出可能  事前申請を作成/提出するユーザーにはチェックをつけます。 

※Request 購入のお客様のみ表示されます。 

申請を承認可能  事前申請を承認するユーザーにはチェックをつけます。 

※Request 購入のお客様のみ表示されます。 
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経費精算レポート提出後の最初の
承認者となるユーザーを設定します 

分析レポートを使用する権限を付与します 
コンシューマー:分析レポートの閲覧のみ可能 

（10 人まで付与可能） 
ビジネスオーサー:分析レポートの作成・閲覧が可能 

（５人まで付与可能） 

承認限度額を定める承認経路を選択
している場合にのみ表示されます 

申請提出後の承認者となる
ユーザーを設定します 
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 ユーザーをファイルから一括登録する場合 

1. [ユーザーインポート]ボタンをクリックします。 

2. 従業員インポート テンプレートをクリックし、テンプレートをダウンロードします。 

3. テンプレートを編集し、保存します。 

4. [Browse...] をクリックし、3 で保存したテンプレートを選択します。 

5. [インポート] をクリックし、インポートします。 

 

 

 

＜コンカーの設定に必要なフィールド一覧＞ 

フィールド インポート時

必須入力項目 

設定内容 

従業員の名 ○ 従業員の名 

従業員の姓 ○ 従業員の姓 

ミドルネーム  ミドルネーム 

従業員 ID ○ 従業員 ID 

※既存ユーザーの従業員 ID はインポートからは更新できません。ユーザー

情報画面にて更新してください。 

ログオン ID ○ コンカーにログインするために必要な ID です。 

通常はメールアドレスを使用します。＠を含んでいる必要があります。 

※既存ユーザーのログオン ID をインポートにて変更する際は

“NewLoginID”フィールドを使用してください。 

パスワード ユーザー新規

追加時は〇 

※新規ユーザー登録時のみ入力が必要です。 

※既存ユーザーについてパスワード入力をしてインポートしても反映されま

せん。(パスワード変更はマニュアルのみ対応しております。) 

メールアドレス ○ メールアドレスを登録します。 

承認待ちのレポート通知等、コンカーからのお知らせメールが届きます。 

[従業員インポートテンプレート]リンクをク
リックしてテンプレートをダウンロード 
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フィールド インポート時

必須入力項目 

設定内容 

居住国 ○ 居住国を設定します。 

日本の場合:JP 

都道府県  都道府県を設定します。 

※インポートからは設定できません。必要な場合は画面から設定してくださ

い。 

ロケール ○ 言語を設定します。 

日本語の場合:ja_JP 

払戻通貨 ○ 払い戻し通貨を登録します。 

日本円の場合:JPY 

カスタムフィールド  [4.4 追跡データ設定] でカスタムフィールドを設定した場合、インポート

テンプレートに表示されます。以下に従って登録してください。 

リスト項目の場合:Item Code を設定 

チェックボックスの場合:Y（オン）/N（オフ）を設定 

従業員管理国 ○ 日本の場合:JP 

Expense Policy Group  ポリシーグループを作成した場合に使用します。 

グループコードを設定 

アクティブ ○ コンカーにてユーザーをアクティブにするかどうかを設定します。非アクテ

ィブにした場合、そのユーザーでのログインができません。 

アクティブ:Y 

非アクティブ:N 

※一度登録したユーザーは削除できません。アクティブフラグで管理しま

す。 

経費精算レポートの提出  レポート提出権限を持たせるか否かを設定します。 

経費精算レポートを作成する場合:Y 

経費精算レポートを作成しない場合:N、またはブランク 

経費精算レポートの承認  レポート承認権限を持たせるか否かを設定します。 

経費精算レポートの承認者である場合:Y 

経費精算レポートの承認者でない場合:N、またはブランク 

経費精算レポートを処理  レポート処理権限を持たせるか否かを設定します。 

経費精算レポートの処理者（経理担当者）である場合:Y 

経費精算レポートの処理者（経理担当者）でない場合:N、またはブランク 

経費の承認者の従業員 ID  このユーザーのマネージャーの従業員 ID を入力します。 

申請を提出  事前レポート提出権限を持たせるか否かを設定します。 

事前申請レポートを提出する場合:Y 

事前申請レポートを提出しない場合:N、またはブランク 

※Request 購入のお客様のみ設定が必要です。 
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フィールド インポート時

必須入力項目 

設定内容 

申請を承認  事前レポート承認権限を持たせるか否かを設定します。 

事前申請レポートの承認者である場合:Y 

事前申請レポートを承認者でない場合:N、またはブランク 

※Request 購入のお客様のみ設定が必要です。 

申請の承認者の従業員 ID  このユーザーの提出した事前申請を承認するマネージャーの従業員 ID を入

力します。 

※Request 購入のお客様のみ設定が必要です。 

カードに記されたクレジット

カード名 

 ※法人カード連携にて取り込まれた口座データとコンカーの従業員データを

紐づける際に使用します。(※１) 

クレジット カード支払タイ

プ名 

 ※法人カード連携にて取り込まれた口座データとコンカーの従業員データを

紐づける際に使用します。(※１) 

カード口座番号  ※法人カード連携にて取り込まれた口座データとコンカーの従業員データを

紐づける際に使用します。(※１) 

払戻タイプ  従業員への払戻方法を登録します。 

その他の払戻方法:PMTSERV 

会社の小切手 (買掛による):APCHECK 

※インポートでの必須入力項目ではありませんが、インポートで指定しない

場合、必ずマニュアル画面から更新する必要があります。 

NewLoginID  ログイン ID を変更したい場合に利用します。 

 

《注意事項》 

 管理者権限はインポート機能では入れることができません。インポート機能にてユーザー登録後、

ユーザー編集画面にて設定してください。 

 ユーザー情報のエクスポートはできません。インポートをご利用になる場合は、最新版のインポー

トファイルを常に保持/管理いただけますようお願いいたします。 

 法人カード連携にて取り込まれた口座データとコンカーのカードデータの紐づけを従業員のインポ

ート機能を使って実施することが可能です。その際は(※１)のフィールドに内容を入力しインポー

トを実施ください。記載名称は、法人カード管理ページ内、口座の管理にて記載されている名称で

ある必要がございます。( [7.2 口座の管理] 参照) 
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 定期券経路の登録 

新規ユーザーを作成/保存後に再度編集画面を開くと、ユーザー情報の下部に定期券経路が表示され

ます。定期券経路を登録することで、ジョルダンの経路検索機能を利用した際に定期区間を控除さ

せることが可能です。 
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《注意事項》 

 IC カード連携を利用されている場合の連携データは登録経路の控除対象にはなりません。 

 定期券経路はインポートすることができません。 

 定期券経路は各ユーザーのプロファイル画面からも設定可能です。              

( [プロファイル] > [経費の設定]内[定期券経路] ) 

 
 

 ユーザープロファイルにて追加削除した定期券経路情報に関する承認機能はありません。 

 

 

 

[ユーザー]セクションに関しては以下設定ガイドにも記載がございますので、適宜ご参照ください。 

設定ガイド ユーザー 

https://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Current_jp/STD_Guides_Ex

p/SG_Shr_Users-jp.pdf 
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 レポート 

設定ホーム画面にて[製品:経費精算]となっていることを確認し、[支出の監視]内[レポート]を選択

し、設定画面を開いてください。 

 

分析レポートツール(Analysis/Intelligence)を利用される場合に、デフォルトの会計カレンダー(1 月ス

タート 12 月エンド)以外での年度設定が必要な場合に登録します。 

 

【設定方法】 

1. [新規]ボタンをクリックします。 

2. 会計年度の情報を入力し、[会計期間生成]ボタンをクリックします。 

3. [保存]ボタンで設定を保存します。 

 

 

 

[分析ツール]に関しては以下設定リンクにマテリアルの用意がございますので、適宜ご参照ください。 

分析ツールマニュアル・トレーニングマテリアル 

http://www.concurtraining.com/customers/concur/deployment/TEtoolkit/jp/intellig

ence 
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 翻訳 

設定ホーム画面にて[製品:経費精算]となっていることを確認し、[Concur にアクセス]内[翻訳]を選

択し、設定画面を開いてください。 

 

 

日本語以外の言語でコンカーを利用するユーザーがいる場合、こちらで翻訳を登録します。日本語のみ

を利用する場合、翻訳を登録する必要はありません。 

設定ステップ 内容 

1.経費タイプ [4.5.1 経費タイプ] にて登録されている経費タイプが全て表示されます。翻訳

が必要であれば、設定します。 

※コンカー既定の項目は自動翻訳されています。 

2.カスタムフィールド [4.4 追跡データ設定] にて管理者が追加した[カスタムフィールド]が表示され

ます。翻訳が必要であれば設定してください。 

※コンカー既定の項目は自動翻訳がされます。 

3.規定外フラグ [4.8 経費コンプライアンス] にて設定されている警告メッセージの一部をこち

らで翻訳することが可能です。翻訳が必要であれば設定します。 

4.領収書紛失届 ※日本では未対応の機能です。 

5.リスト項目 [4.4.4 リスト項目の編集] にて設定したリスト項目が表示されます。翻訳が必

要であれば設定します。 

6.支払タイプ 支払タイプ「現金」の翻訳設定です。必要があれば設定します。 
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【設定方法】 

1. 設定したいステップを選択します。 

2. ターゲット言語を翻訳したい言語にします。 

3. ソース値に記載されているものが設定画面で設定した名称です。ターゲット言語にてログイン

をした際に別の表示にする必要がある場合は、右側の列を編集します。 

4. [保存]ボタンで設定を保存します。 

 

 

 

 

[翻訳]セクションに関しては以下設定ガイドにも記載がございますので、適宜ご参照ください。 

設定ガイド（翻訳） 

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Current_jp/STD_Guides_Exp

/SG_Shr_Localization-jp.pdf 

 

コンカー既定の項目はすでに自動
翻訳された名称にて登録されてい

ます。 

翻訳したいステップを開きます。 

管理者が追加した項目はその言
語のままで登録されているため、翻

訳単語を入力してください。 
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 申請(事前申請) 

Concur Request Standard をご契約いただいている場合のみ、事前申請に関する設定が必要です。 

設定トップの上部、製品を[経費精算]から[申請]に変更してください。 
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4.16.1  事前申請コンプライアンス 

設定ホーム画面にて[製品:申請]となっていることを確認し、[経費ポリシー]内[事前申請コンプライア

ンス]を選択し設定画面を開いてください。 

 

 

本ステップでは、事前申請のセグメントを使用しない場合に、セグメント入力なしで事前申請の提出を

可能とする設定が可能です。  

例えば交際費の事前申請を行う際に、目的・用途の入力のみが必要である場合にご利用いただけます。

この場合金額項目はないため、金額情報が必要な場合はセグメントを使用、または事前申請ヘッダーの

コメント欄などをご使用いただくオペレーションとなります。 

許可する場合はチェックを付け[保存]をクリックし、設定を保存してください。 
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4.16.2  事前申請のセグメントタイプ 

設定ホーム画面にて[製品:申請]となっていることを確認し、[支出の記録]内[事前申請のセグメントタ

イプ]を選択し設定画面を開いてください。   

 

 

本ステップでは事前申請における以下 2 点の設定が可能です。 

設定 1）アクティブ化するセグメントタイプの設定 

設定 2）セグメントに紐づく経費タイプの設定 
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【設定方法】 

設定 1）アクティブ化するセグメントタイプの設定 

１．[日本]を選択します。 

２．使用しないセグメントタイプを選択し、非アクティブ化をクリックします。 

 

 

設定 2) セグメントに紐づく経費タイプの設定 

１．[日本]を選択します。 

２．経費タイプ列で紐づけたい経費タイプを選択します。 

※[代理店別に表示]は現在日本未対応の機能です。 

 

 

  

経費タイプをクリックし、セグメントタイプに対
して割り当てたい経費タイプを選択 
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《参考:セグメントごとの入力フォーム（従業員画面）》 

 申請の空路セグメント（航空券） 

往復の発着空港/日付/金額の入力が必須です。 

 
 

 申請の鉄道セグメント（鉄道のチケット） 

往復の情報/日付/金額の入力が必須です。 
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 申請のホテルセグメント（ホテルの予約） 

ホテルの都市/日付/金額の入力が必須です。 

 
 

 申請のレンタカーセグメント（レンタカー） 

配車・返車に関連する都市/日付/金額の入力が必須です。 
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 申請のセグメント（Varie） 

金額の入力が必須です。 

 
 

 

 《注意事項》 

 赤いバーが表示されているフィールドは必須入力項目です。 

 出発地/到着地/市区町村の情報はローマ字 または 日本語にて入力し、リストから選択する必要が

あります。 
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4.16.3  事前申請機能利用にあたっての制限事項 

事前申請機能をお使いいただくにあたり、いくつかの制限事項がございますので、以下に記載いたしま

す。 

制限事項ご理解の上、ご使用ください。 

 出発地/到着地/市区町村の情報は主要都市のみの対応となっております。一部登録のない都市もご

ざいますのでご注意ください。 

 承認された事前申請と経費精算レポートの紐づけを行う際、1 対 1 の紐づけのみ実施可能です。複

数の事前申請レポートを 1 つの経費精算レポートに紐づけることはできませんので、ご注意くださ

い。 
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 勘定科目コードの複数割り当て設定 

本製品では、基本的に 1 つの経費タイプに紐づく勘定科目コードは 1 つですが、本設定を行うことで、

追跡コストデータ条件(部門/プロジェクトコードなど)においてのみ勘定科目コードを別々に設定するこ

とが可能です。 

例) 同じタクシーの精算でも部署別に勘定科目コードを変えて管理したい。 

経費タイプ 部署 

(追跡コストデータとして設定) 

勘定科目コード 

タクシー 営業部 JP0001 

技術部 JP0002 

経理部 JP0003 

 

【設定方法】 

設定１）[はじめに]セクションで[割り当てている]を設定します。( [4.2 はじめに] を参照) 
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設定２）[追跡データ設定]にて、条件に使用するフィールドの選択、およびリスト項目を登録する。 

1. [追跡データ設定]を開きます。 

2. リストの管理の下に表示されている[リスト項目の管理]をクリックし、振り分け条件に使用す

るフィールドのリスト項目を登録します。(登録方法は [4.4.4 リスト項目の編集] を参照) 

3. [勘定科目コード]列が表示されるので、振り分け条件に使用するフィールドにチェックをしま

す。 

4.  [保存]ボタンで設定を保存します。 

 

 

 

《注意事項》 

 使用できるフィールドの入力形式はリスト形式のみです。（フリーフォームテキスト、チェック

ボックスのフィールドは不可） 

 勘定科目コードの決定に使用できるフィールドラベルはリストの第一階層ラベルのみです。 

 勘定科目コードの決定に使用するリストの選択項目は最大 10 個までです。 
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手順３）勘定科目コード設定にて条件別の勘定科目コードを設定する。 

1.  [経費の経費タイプ] ＞ [2.勘定科目コード]を開いてください。(アクセス方法は [4.5.2 勘

定科目コード] を参照) 

2. 左上のプルダウンより対象のリストを選択し、勘定科目コードを入力します。 

 

 
 

５． [保存]ボタンで設定を保存します。 

 

 

 

《注意事項》 

割り当てる勘定科目コードの欄を空欄で保存した場合は既定の勘定科目コードが適用されます。 

 

 

  

[プロジェクト]に応じて勘定科目
コードを設定する場合、 
設定するリストを選択 

[プロジェクト 001]が選択
された際に割り当てられる勘

定科目コードを入力 
通常使用される既定の

勘定科目コード 
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 ポリシーグループの設定 

ポリシーグループを分けることによって、ポリシーグループ毎に以下の設定が可能です。 

 異なる経費タイプを[アクティブな経費タイプ]として登録すること 

例) セールス部門にほかの部門と異なる経費タイプを使用させたい。 

 経費タイプごとに異なる経費精算金額の上限値を設定すること 

例) 経営幹部の経費限度額をほかの部門より高く設定したい。 

 

設定が必要な場合のみ設定手順をご確認いただき、設定ください。 
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【設定方法】 

設定 1）ポリシーグループの作成 

１．[支出の記録]内、[ポリシーグループ]を選択し、設定画面を開きます。 

 
 

２． 該当する国として[日本]を選択します。 

３． [新しいグループ]ボタンをクリックします。 

４． グループ名を入力し、[保存]ボタンで設定を保存します。 

５． 3、4 を繰り返し必要なポリシーグループを作成します。 

６． 日本以外の国でも利用があり、設定の必要がある場合は国の設定を変更し、同様にグループ作成を

行います。 



 

124 

 

 
 

 

《注意事項》 

 ポリシーグループは 1 国当たり 5 グループまで設定することが可能です。 

 グループコードは自動的に振り分けられます。 

 

 

  

[日本]を設定 

[グループ名]を設定 
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設定 2）ポリシーグループごとにアクティブな経費タイプを設定 

1. [支出の記録]内、[経費の経費タイプ] を選択し、設定画面を開いてください。(アクセス方法

は [4.5.1 経費タイプ] を参照) 

2. [1.経費タイプ] を選択します。  

3. [グローバル構成]を[日本]に変更します。 

4. 設定するポリシーグループを選択します。 

5. ３、４が設定されている状態で[アクティブ化][非アクティブ化]を使ってアクティブな経費タ

イプと非アクティブな経費タイプを整理します。 

6. [保存]ボタンで設定を保存します。 

7. ほかのポリシーグループにも同様の手順で設定を行ってください。 

 

  

[日本]を設定 
設定するポリシー名を選択 

ポリシーグループごとに 
設定 
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設定 3）ポリシーグループごとに経費タイプ別の限度額設定を行う 

1. [支出の記録]内、[経費の経費タイプ] を選択し、設定画面を開いてください。(アクセス方法

は [4.5.1 経費タイプ] を参照) 

2. [1.経費タイプ] を選択します。 

3. [グローバル構成]を[日本]に変更します。 

4. 設定するポリシーグループを選択します。 

5. ３、４が設定されている状態で経費タイプごとに限度額を入力します。 

6. [保存]ボタンで設定を保存します。 

7. ほかのポリシーグループにも同様の手順で設定を行ってください。 

 

 

 

設定項目 内容 

この額を超える経費にフラグを立てる 設定した金額以上の金額で保存をすると規定外フラグ

が表示される。 

レポートの提出は可能 

この額を超える経費を許可しない 設定した金額以上の金額で保存をすると規定外フラグ

が表示される。 

レポートの提出も不可 

  

[日本]を設定 設定するポリシー名を選択 

ポリシーグループごとに 
限度額設定を行う 
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設定 4）ユーザー情報編集画面にてユーザーごとに属するポリシーグループを設定する 

1. [Concur にアクセス]内、[ユーザーアカウント] を選択し、設定画面を開いてください。(ア

クセス方法は [4.13 ユーザーアカウント] を参照) 

2. 各ユーザー情報の編集画面内、[Expense Policy Group]にてどのユーザーがどのポリシー

グループに属するかを登録します。 

 

 

 

《注意事項》 

 ポリシーグループを作成する場合、ユーザーは必ずいずれかのポリシーグループに属する必要があ

ります。 

 一度ポリシーグループを作成すると、ポリシーグループを０にすることができなくなりますのでご

注意ください。(減らすことは可能ですが、少なくとも 1 つのポリシーグループが残ります。) 

  

適用するポリシーグループ
を選択 
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 レポートの処理 

 レポートの処理について 

コンカーの経費精算作業は以下のようなフローで構成されています。 

1. 従業員によるレポートの作成と提出 

2. 承認者によるレポートの承認 

3. 経理の処理者によるレポートの処理 

4. 管理者による経費精算データのエクスポート処理 

ここでは３の作業について、必要な設定/基本作業について記載をします。 

 

《参考:該当する承認経路のステップ》 

設定の[4.7 経費承認]で選択された経路の最終承認者、[経費処理者]のステップです。 
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《必要な設定》 

設定の[Concur にアクセス]内[ユーザーアカウント]にて、[経費精算レポートの処理可（申請を含

む）]または[経費精算レポートの処理可]の権限が付与されている必要があります。 

 

《ユーザーアカウント情報画面》 

 
 

【処理方法】 

1. [経費精算] > [レポートの処理] を開きます。 

2. 複数レポートをまとめて承認する場合は、一覧から対象の経費精算レポートのチェックボッ

クスにチェックを入れ、[承認ステータスの変更]をクリックして承認ステータスを更新しま

す。 

レポートを選択し、[承認ステ
ータスの変更]ボタンをクリック 
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3. 一件ずつ承認する場合は、対象の経費精算レポートをダブルクリックにて開き、内容確認後

[承認]ボタンで承認をします。 

 
 

《参考:経費精算レポートの検索方法》 

画面上部の検索フィールドを使用して、必要なレポートのみを表示させることが可能です。 

 

１．[経費精算] > [レポートの処理]を開きます。 

２．レポートの検索条件に必要な項目を記入し、検索をクリックします。 

 

例1) すべてのレポートを表示させたい。(レポートの処理待ち、処理後) 

 
 

例2) レポート提出日が 2017 年のものを表示させたい。 

承認ステータスを更新し、
[保存]ボタンをクリック 
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例3) 従業員 ID が「XXXXXX」のレポートのみを表示させたい。 

 
 

《参考:Excel への抽出方法》 

レポートの処理画面に表示されているレポート一覧は Excel 抽出することが可能です。 

 

１．[経費精算] > [レポートの処理]を開きます。 

２．抽出に必要なレポートを一覧表示させた状態で、画面下部[Excel に出力]をクリックします。 

 
 

 

《注意事項》 

出力ファイルは[レポートの処理]画面に表示されている通りになるため、経費明細について確認する

ことはできません。[リストの設定]より、表示させる項目を修正することが可能です。 

 

 

 

[レポートの処理]に関しては以下ユーザーガイドの用意もございますので、適宜ご参照ください。 

ユーザーガイド（レポート処理） 

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Current_jp/STD_Guides_Exp

/UG_Exp_ProcessReports-jp.pdf 
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 支払マネージャー 

 支払マネージャーについて 

コンカーの経費精算作業は以下のようなフローで構成されています。 

1. 従業員によるレポートの作成と提出 

2. 承認者によるレポートの承認 

3. 経理の処理者によるレポートの処理 

4. 管理者による経費精算データのエクスポート処理 

ここでは４の作業について、必要な設定/基本作業について記載をします。 

 

《必要な設定》 

設定の[Concur にアクセス]内[ユーザーアカウント]にて、[管理可（申請を含む）]または[管理可]

の権限が付与されている必要があります。 

 

《ユーザーアカウント情報画面》 
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【ファイル出力方法】 

1. [管理] > [会社] > [ツール] > [支払マネージャー] > [バッチの監視] > [バッチの表示]タブを

開きます。 

2. 画面上部の[未使用バッチに非表示]にチェックを入れ、[検索]をクリックします。 

3. 従業員への払戻方法毎にバッチが定義されており、経理処理者による承認が完了したレポートが

あると、締日の欄に[すぐに終了]リンクが表示されます。 

4. [すぐに終了]リンクをクリックすることで、設定画面 [4.12 経費ファイルエクスポート] の定

義に則ってデータがファイル出力されます。 

5. 即ファイルがダウンロードされない場合は、一度[検索]ボタンで一覧を更新し、[ファイルのダウ

ンロード]リンクからファイルをダウンロードします。 

 

  

件数をクリックし、出力対
象のレポートを確認 

[すぐに終了]をクリックし、
データをファイル出力 

[ファイルのダウンロード]をクリ
ックし、ファイルをダウンロード 

[未使用バッチを非表示]に
チェック後[検索]をクリック 
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《注意事項》 

 ファイルは UTF-8 で出力されます。 

 [支払マネージャー > 支払先を監視]メニューは使用しません。日本未対応サービスです。 

 [支払マネージャー > バッチの監視 > 拠出を表示]タブ、[銀行取引明細書]タブは使用しません。

日本未対応サービスです。 

 処理者による承認後、支払マネージャーへ反映されるまで時間を要する場合があります。 

 処理が混み合っている場合、すぐに処理されず、アクション欄に[バッチの再スケジュール]と表示

されることがあります。その場合は少し時間を置き、再度検索をして一覧の更新や、再スケジュー

ルのリンクより[今すぐ終了]をお試しください。 

 出力拡張子を xls にしている場合、日本語(2 バイト文字)の文字化けが発生します。エクセルにて内

容の確認/加工をしたい場合は、出力拡張子を txt/csv にしたうえで、以下の作業手順にてエクセル

にデータコピーをしてお使いください。 

 

【手順】 

1. テキストエディタ/メモ帳を使って csv/txt ファイルを開きます。 

2. データをすべて選択、コピーをします。

 
3. 新規エクセル A1 へ貼り付けます 

 
4. データ区切り機能を使い、各列を分割します。 
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   [支払マネージャー]に関しては以下ユーザーガイドの用意もございますので、適宜ご参照ください。 

ユーザーガイド（支払マネージャー） 

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Current_jp/STD_Guides_Exp

/UG_Exp_PaymentManager-jp.pdf 
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 法人カード管理 

 機能概要 

Concur Expense Standard 契約時、法人カード連携を希望されたお客様は連携手続き完了後、法人カ

ードの取引データをコンカーに自動取り込みすることが可能となります。 

本章では、カード管理者がインポート済みの法人カード取引を管理するために使用する[法人カード]ぺ

ージについて説明をします。このページでは、ユーザーへの割り当ての検証、誤った割り当てや未割当

の特定、および保留中の取引を従業員に公開する操作を行うことができます。 

 

《アクセス方法》 

[管理]＞[会社]>[ツール]>[法人カード]にて管理画面を開いてください。 

 

[法人カード]ページを開くと 5 つのタブが表示されます。以降のページにてそれぞれのタブの役割/機能

について説明をします。 

＊口座の管理  :7.2 口座の管理  

＊取引管理   :7.3 取引管理 

＊加盟店コードの対応付け :7.4 加盟店コードから経費タイプへの対応付け 

＊設定   :7.5 設定 

＊インポートログの表示 :7.6 インポートログの表示 
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 口座の管理 

本タブでは連携したカード口座とコンカーシステム内のユーザーアカウント情報を紐づける/解除するこ

とが可能です。本ページにて正しく紐づけを行わないと、従業員のログインページにて自身で取引した

データが正しく表示されません。 

 

7.2.1 カード口座の割り当て/割り当て解除 

 カード口座の割り当て 

以下手順にて連携している取引カードデータをコンカーのユーザーアカウント情報と紐づけること

が可能です。 

 

【設定方法】 

1.  [口座の管理]ページで[未割り当ての個人口座]を設定し、[検索]ボタンをクリックします。こ

こで表示された個人口座はコンカー内のユーザーアカウントに割り当てられていない状態で

す。

 
2. ユーザー割り当てを行うカード口座を選択し[割り当て]をクリックします。

 

「未割り当ての個人口座」
を選択 
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3. 割り当てをするユーザーを検索し、割り当てユーザーを選択して[割り当て]をクリックしま

す。 

 
4. 割り当てが完了すると、[割り当て済の個人口座]にて確認が可能です。 

 
 

 

《注意事項》 

法人カード口座の従業員割り当ては、ユーザーアカウント設定での従業員インポート機能を使って

設定が可能です。従業員インポート機能を使って設定いただく場合は、[4.13 ユーザーアカウン

ト] 内 [ユーザーをファイルから一括登録する場合]を参照し、設定してください。 

 

  

「割り当て済の個人口座」
を選択 

割り当て済の場合、従業員名や
メールアドレスが表示されます 

割り当て日より[30 日]より前の取引デー
タは非公開とすることを意味します。 
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 カード口座の割り当て解除 

ユーザーアカウントを割り当て後、下記手順にて割り当てを解除することが可能です。割り当て解

除したカードは別の従業員に再割り当てできるようになります。 

 

【設定方法】 

解除したい口座行を選択し、[割り当て解除]をクリックしてください。 

 
 

 

 

 

《注意事項》 

法人カードの割り当てを解除しても、その時点で従業員側が経費精算レポートに紐づけてしまっ

ているカード取引データがある場合、そのカード取引データは従業員が手動で経費を削除するま

でそのレポートに残ります。従業員がレポートから取引を削除すると、そのカードに割り当てら

れた次の従業員がその取引を使用できるようになります。 

  



 

140 

 

 取引管理 

本タブではカード会社より連携された取引データを従業員に公開するか非公開とするかを管理者にて設

定することが可能です。 

7.3.1 取引データの検索    

取引管理タブの上部の検索フィルタによって、取引データを検索することが可能です。 

例）レポートに未割り当ての取引データをすべて表示したい場合 

 

 

検索フィールド 内容 

  

検索場所 選択した後、[Contain]に検索文字列を入力する必要があります。 

以下の 3 つによる検索が可能です。 

•カードに記された名前 

検索を開始する文字を入力します。結果を絞り込むには文字列を⾧くし

ます。 

•口座番号 (完全一致) 

注意: 検索文字列は取引記録と完全に一致している必要があります。 

•従業員 ID (完全一致) 

注意: 検索文字列は取引記録と完全に一致している必要があります。 

表示対象の限定 以下の 7 つの項目から表示したい項目選択してください。 

•任意の非表示 

ステータスが[レポートに未割り当て]以外のすべての取引タイプです。 

•構成非表示 

全件検索の場合[%]を記入します 

[レポートに未割り当て]を選択 
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この取引は会社が従業員に対して非表示にすることを選択したすべての

取引タイプです。支払/仮払/銀行手数料があります。 

•重複の可能性 

すでにインポート済みで公開されている他の取引と重複している可能性

があります。同じフィード ファイルに複数回発生している場合は、取引

が重複している可能性があると考えられます。取引はインポートされま

すが、非表示になります。取引が以前の異なるジョブ実行によってイン

ポートされた取引と重複している場合、その取引は重複しているとみな

され、インポートされません。 

•カード割り当て前 

取引の計上日が取引公開期間外です（カードが従業員に割り当てられた

日付から従業員の [取引公開期間] 設定に指定された日数を引いた日より

前）。たとえばカードが 10 月 30 日に割り当てられ、取引公開期間が

20 日だとすると、10 月 10 日より前に発生した取引は [カード割り当て

前] になります。取引はインポートされますが、非表示になります。 

•発効日前 

取引の計上日が取引公開期間外です（発効日から従業員の [取引公開期

間] 設定に指定された日数を引いた日より前）。  

•レポートに未割り当て 

取引はユーザーに表示されており、経費精算レポートに割り当てられて

いません。 

•ユーザー非表示 

ユーザーが取引をレポートに追加せず、法人カード画面から非表示にし

たことを示しています。 
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7.3.2 取引データの非表示化    

従業員に表示させる必要がない取引データがある場合、管理者によって非表示にすることができます。 

 

【設定方法】 

1. 非表示にしたい取引データを検索し、選択してください。 

2.  [選択した行の非表示]をクリック

 

 

上記手順によって非表示化された取引データは[表示対象の限定]を[ユーザー非表示]に設定し検索

することで確認が可能です。また、[選択した行の公開]を選択することで再度ユーザーに公開する

ことが可能です。 

 

 

《注意事項》 

従業員に対して非表示させることは可能ですが、管理者画面では非表示の取引データとして残

ります。取引データは削除することはできません。 
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 加盟店コードから経費タイプへの対応付け 

法人カードフィードは加盟店カテゴリコード(MCC)を使用します。これは、取引に含まれる事業種別す

るための分類コードです。本タブでは、経費タイプごとに加盟店コードを設定することで、その加盟店

コードでの取引データが取り込まれた場合、自動的に紐づかれた経費タイプとして登録がされる機能で

す。本タブの設定は必須設定ではありません。注意事項をお読みいただいた上で、設定する必要がある

場合は、[Concur Standard Edition 向けユーザーガイド:法人カード管理]にて設定方法をご確認の

上、設定してください。 

 

 

 

 

《注意事項》 

 対応付けが行われていない場合、[経費タイプ:未定義]として取り込まれ、従業員自身にてレポー

ト作成時に設定する必要があります。 

 カード取引データに対して、従業員自身がレポート作成時に経費タイプを設定すると、次回同じ加

盟店コードの取引が取り込まれた際に自動的にその経費タイプが初期値として設定されるようにな

ります。(その際、本タブでの設定は機能しません。) 
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 設定 

管理者、は[法人カード管理]画面の[設定]タブにて法人カード機能のサイト設定や管理を行うことがで

きます。 

 

 

【設定方法】 

1. [管理]>[会社]>[ツール]>[法人カード]>[設定]にアクセスし、必要な項目にチェックをしま

す。 

設定名 説明 

従業員 

法人カード取引をレポートに追加せ

ずに削除することをユーザーに許可 

 

初期設定＝無効 

この設定が有効になっている時は、 [削除] リンクが Expense の [法人カー

ド取引] ページと [My Concur] の [法人カード請求] セクションに表示され

ますので、従業員は法人カード取引を削除することができます。 

取引管理のページにて[表示対象の限定]を[任意の非表示]にし検索することで

従業員によって削除した取引データを確認及び再公開することが可能です。 

注意: 法人カード取引はシステムから「論理削除」されます。つまり、情報は

システムに残りますが、従業員には非表示になるということです。 

法人カード取引の取引日の編集を従

業員に許可 

 

初期設定＝無効 

この設定が有効になっている時、従業員は法人カード取引の取引日を編集する

ことができます。有効化すると、カード会社から提供されたデータがある経費

の [経費の編集] ページに、取引日が編集可能なフィールドとして表示されま

す。取得した法人カード取引上の [取引日]、[業者]、[通貨]、[為替レート] 

および [金額] フィールドは初期設定で編集不可です。日付フィールドを編集

可能に変更することができるのは、この設定だけです。レストラン取引から 1

日の差異がある出張手当を使用している会社にとっては便利な機能です。 
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設定名 説明 

[My Concur] でカード請求を有効

化 

 

初期設定＝有効 

この設定が有効になっている時、 [My Concur] に [利用可能な法人カード請

求] が表示され、従業員が自分の法人カード課金にアクセスすることができま

す。 

 

法人カード取引の追加情報 (レベル 

3 データ) の表示を従業員に許可 

 

初期設定＝有効 

この設定が有効になっている時、法人カード取引のレベル 3 データを（もしあ

れば）表示する情報ボックス内に追加データを従業員に表示します。従業員

は、[法人カード取引] ページ、 [経費リスト] ページ、 [入力の編集] ページ

でこの機能を使用することができます。  

チェック ボックスが空欄の時は、通常のカード取引のデータのみがポップアッ

プ ウィンドウに表示されます。たとえば、航空運賃では、従業員、代理、承認

者および処理者がチケット番号や旅行代理店、座席のクラスなどを見ることが

できます。  

Expense の [My Concur] および 

[請求の表示] でカード請求を有効

化 

 

初期設定=有効 

この設定が有効になっている時、リンクから [法人カード] ページに移動し、

設定を使用することができます。 

取引公開 

カード割り当て日から相当の日数が

経過しているすべての法人カード取

引を従業員に公開 

 

初期設定＝30 

1 から 999 の正の整数を入力します。カード割り当て日からこの日数を差し引

いて日付範囲を指定します。Expense は、その範囲に入るすべてのカード口座

取引を従業員に割り当てます。この範囲より前の事後日付を持つ取引は従業員

に公開されません。また、非表示の取引タイプとしてインポートされます。 

注意: この設定は設定変更可能なインポート ツールを使ってインポートされた

取引にのみ適用できます。  

例: 今日が 9 月 28 日だとすると、9 月 8 日を開始日とする 20 日の日付

範囲を入力します（9 月 28 日から 20 日引くと 9 月 8 日）。9 月 8 日以

降に発生した取引はすべて従業員に公開されます。 

初期設定の値は 30 です。 

全般設定 
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設定名 説明 

カード口座が作成され、従業員に手

動で割り当てる必要がある場合に、

法人カード管理者にメールで通知 

 

初期設定＝有効 

この設定が有効の時は、インポート中に新しく作成されたカード口座がユーザ

ーに割り当てられていない時（ステータスが [未割当]）、すべてのカード管理

者にメール通知が送信されます。 

 

対象従業員の不明なロッジ取引が生

じる場合に、法人カード管理者にメ

ールで通知 

 

初期設定＝有効 

不明なロッジ取引とは、様々な理由によりユーザーに関連付けられていない取

引のことです。この設定が有効の時は、不明な取引がインポートされるとシス

テムがメールを作成し、 Expense の法人カード管理者に送信されます。 

 

カード口座の削除を許可する 

 

初期設定＝無効 

この設定が有効の時は、管理者にカード口座を削除する権限が付与されます。 

 

チケット番号の ARC コードを使用

して出張代理店の手数料を特定  

 

初期設定＝無効 

この設定が有効になっている時は、インポートの際に ARC コードの最初の 3 

文字で旅行代理手数料の取引であるかどうかを判断する論理を使用します。当

てはまる場合は、旅行料金の既定の加盟店コード（MCC）に対応付けます。 

 

記述データが利用できない場合に仮

払申請を指定するときは、加盟店の

名前を含める 

 

初期設定=無効 

インポートされたカードデータに仮払の説明が含まれていない場合、加盟店の

名前と取引日を使用します。 

 

※日本では未対応の機能です。 

２．[保存]ボタンで設定を保存します。 
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 インポートログの表示 

管理者は、本タブにてインポートログにアクセスし、実行日/ステータス/実行番号に基づいて各法人カ

ードのインポート処理を確認することができます。 

カードの取引データが取り込まれない場合など、こちらを確認の上、サポートへお問い合わせくださ

い。 

 

 

《参考:実行の検索条件》 

フィールド名 説明 

実行日 日付を絞る演算子（次に等しい、次より大きい、など）を選択し、日付を 

mm/dd/yyyy の形式で入力します。[検索] をクリックします。 

ステータス  目的の実行ステータスを選択し、 [検索] をクリックします。 

実行番号 番号を絞る演算子（次に等しい、次より大きい、など）を選択し、表示し

たいジョブのセットを特定する番号を入力します。[検索] をクリックし

ます。 

  

インポート一覧 インポート一覧にて選択をすると
その実行詳細が表示されます 
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 法人カード取引データの出力について 

法人カードデータはその支払いタイプ(IBIP/IBCP/CBCP)によって支払マネージャーでの管理方法が変

わります。ここではそれぞれについて支払マネージャーでの表示と必要な設定について記載します。 

7.7.1 IBIP の法人カードデータ 

IBIP(個人請求個人払い)は、会社用に利用された取引データのみを経費精算し、会社からの払い戻しを

必要とするため、現金精算と同様の扱い[JPY:従業員バッチ支払者その他の払い戻し方法]で支払マネー

ジャーに蓄積されます。 

《支払マネージャー:現金精算および IBIP のカードデータ用バッチファイル》 

 

この場合、特に追加で設定いただく項目はありません。 

7.7.2 IBCP/CBCP の法人カードデータ    

IBCP(個人請求会社払い)/CBCP(会社請求会社払い)は経費精算と関係なく、会社が支払いを行うため、

従業員への払い戻しを必要としません。この場合、払い戻しは発生する現金精算とは別のバッチグルー

プが生成され、レポートの処理を終えた法人カードデータは法人カード用のバッチグループに蓄積され

ていきます。 

《支払マネージャー:SMCC/CBCP のデータ用バッチファイル》 

 

この場合、新規でバッチグループが生成されるため、設定画面[経費ファイルエクスポート]にて法人カ

ード用バッチファイルについて出力方式/出力項目の設定が必要となります。(設定方法は [4.12 経費フ

ァイルエクスポート] を参照)  

 



 

149 

 

[法人カード管理]に関しては以下ユーザーガイドの用意もございますので、適宜ご参照ください。 

ユーザーガイド（法人カード管理） 

https://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Current_jp/STD_Guides_Ex

p/UG_Exp_CompanyCardAdmin-jp.pdf 
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 分析レポートツール 

 機能概要 

Concur Expense Standard には標準分析ツールとして Analysis という機能を持っています。ここで

は、分析ツール利用にあたっての、ユーザーロール付与および、アクセス方法、各種マニュアルリンク

についてご案内いたします。分析ツールの詳細および各種レポート作成方法については、別途詳細マニ

ュアルを用意しておりますので、そちらをご覧いただけますようお願いいたします。なお、本章に関す

る内容は導入期間中の説明対象外となっておりますので、ご注意ください。 
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 ユーザーロール付与 

Concur Expense Standard にて分析ツールを利用するには利用ユーザーへの権限付与が必要となりま

す。以下に付与できる制限ユーザー数と設定方法について記載いたします。 

8.2.1 付与できる制限ユーザー数    

標準機能として、以下 2 ロールをそれぞれ設定できる人数が決まっています。 

ロール 付与可能人数 説明 

コンシューマー 10 名  ビジネスオーサーが作成した分析レポートの実行 

ビジネスオーサー 5 名  任意の分析レポートを作成  

 ビジネスオーサーが作成した分析レポートの実行 

 

 

 

《注意事項》 

各ロールの付与人数を増やしたい場合は別途営業担当へご相談ください。 

  



 

152 

 

8.2.2 設定方法    

1. [管理] > [経費の設定] > [ユーザーアカウント] を開きます。 

2. 権限を付与したい [ユーザー情報] 画面を開きます。 

3. [Cognos 分析レポートアクセス] にていずれかのロールを選択します。 

4. [保存] ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

《注意事項》 

権限設定後、分析レポートデータベースに認識されるまでバッチ処理のタイムラグがあります。本

ロールの権限付与には最大 24 時間かかりますのでご注意ください。 
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 アクセス方法 

正常にロールが付与されると、コンカートップ画面に [分析レポート] というボタンが表示され、分析

ツールへのアクセスが可能となります。 

  

 

《注意事項》 

 分析レポートへのアクセスにおいて Google Chrome は対応しておりません。分析レポートにアク

セスする際は Internet Explorer/Firefox をご利用ください。 

 権限が反映されるまで、最大 24 時間かかります。 
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 各種マニュアルリンク 

分析ツールに関しては各種詳細マニュアルをご用意しておりますのでご活用ください 

 

 Analysis/Intelligence ユーザーガイド

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Current_jp/Cognos/_Cognos_CCC_

JAPAN.htm 

 Analysis/Intelligence トレーニングビデオ

http://www.concurtraining.com/customers/concur/deployment/TEtoolkit/jp/intelligence 

 

 

《注意事項》 

 動画のリンクをクリックすると「録画情報」画面が表示されます。「再生」ボタンをクリックいた

だきますと、氏名やメールアドレスを入力する画面となりますので、必要項目をご入力ください。

入力後、画面右下「送信」をクリックすると動画の再生が始まります。 

 本動画はProfessional製品をもとに作成されているため一部Standardでは対応していない機能があ

りますのでご注意ください。 
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  FAQ 

セットアップが完了し、コンカーのご利用を開始しますと、お問い合わせ窓口が弊社クライアントサポ

ートへ移ります。ご利用の際、ご不明な点がございましたら、まずは以下の FAQ をご確認ください。 

下記の FAQ でも問題が解決しない場合は、弊社サポートまでお問い合わせください。 

Q1 利用開始後に発生する可能性のある設定変更はどのようなものがありますか? 

・承認者の変更 

[管理 > 経費の設定 > ユーザーアカウント]のユーザー情報にて、マネージャーを変更しま

す。(4.13 ユーザーアカウント 参照) 

・経費タイプの追加 

[管理 > 経費の設定 > 経費の経費タイプ]にて、[グローバル構成]を選択した状態で[新規]ボ

タンより作成します。その後勘定科目コードを登録します。 

(4.5 経費の経費タイプ 参照) 

・経費精算レポートの入力項目の追加・削除 

[管理 > 経費の設定 > 追跡データ設定]にて、フィールドの追加・削除を行います。 

(4.4 追跡データ設定 参照) 

・ポリシーグループ追加 

  [管理 > 経費の設定 > ポリシーグループ]にて、[1.経費精算(経費&申請)]で[日本]を選択して

グループを作成します。その後ユーザー情報にて、適切なユーザーをグループに割り当てま

す。 

  (4.18 ポリシーグループの設定 を参照) 

 

Q2 エンドユーザー向けのマニュアルはありますか? 

ベーシックエンドユーザーガイドをご用意しています。 

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Current_jp/STD_Guides_Exp/Concur

%20Standard%20Basic%20End-User%20Guide-jp.pdf 

 

その他、経費精算レポートの作成方法などを動画形式でご紹介しています。(動画再生において、一

部未対応のブラウザがございます。) 

http://www.concurtraining.com/standard/jp 
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Q3 モバイルアプリのマニュアルはありますか? 

クイックガイドをご用意しています。 

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Current_jp/Guides_Mob/Intro_Mobil

e_iPhone-jp.pdf 

 

Q4 設定に関する詳細な説明が記載されたマニュアルはありますか? 

設定ガイドにて、各種設定の詳細をご確認いただけます。 

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Current_jp/STD_Guides_Exp/_Docs

_Std_ExpHelp_jp.htm 

 
 

またコンカートップ画面よりオンラインヘルプを閲覧することも可能です。 

 
 

 

Q5 サポートコンタクト先の変更をしたい場合はどうしたらいいですか? 

サポートコンタクト先から外すユーザー様、およびサポートコンタクト先へ追加するユーザー様の

お名前とメールアドレスを添えて、サポートポータルにてお問い合わせください。 
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Q6 経費精算レポートを削除してしまった場合、復活させることはできますか? 

一度削除された経費精算レポートは、戻すことはできません。この場合は、新しく経費精算レポー

トを作成してください。 

 

Q7 作成した経費精算レポートが見当たりません。 

経費精算レポート作成者は、経費の管理画面から経費精算レポート履歴にて、自身で作成をした削

除していない経費精算レポートを確認できます。 

 
 

Q8 ユーザーがパスワードを何度も間違え、ロックがかかってしまいました。 

管理者アカウントにて [管理] > [経費の設定] > [ユーザーアカウント] の設定ページにアクセスい

ただき、該当ユーザー情報を何も変更を加えずに保存することで、パスワードは変更されずにロッ

クは解除されます。 

 
Q9 ユーザーがパスワードを忘れてしまいました。 

管理者アカウントにて [管理] > [経費の設定] > [ユーザーアカウント] の設定ページにアクセスい

ただき、該当ユーザーのパスワードを変更後、保存することで、パスワードの変更が可能です。 
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Q10 従業員が提出したレポートの記載内容にミスがあった場合、承認者や経費の処理者はレポー

ト内容の修正をできますか? 

承認者、処理者、それぞれのレベルで修正可能なフィールドが違います。以下に情報を記載します

ので、ご活用ください。また、「従業員へ差戻す」という機能を使って従業員自身に修正を依頼す

ることも可能です。 

＜承認者＞ 

赤枠部分のフィールドは承認者が承認時修正し、保存することが可能です。 

 
＊C.TAX の JPY での金額:金額に対する内税額 

＊承認金額:会社規定にて全額承認ができない場合はこちらを修正することで会社承認金額を変更

することが可能です。 

＊コメント:承認者によるコメントを入力することができます。 

＊差戻し経費:チェックを付けて[保存]→[承認]することでその経費のみ従業員に差戻すことが可能

です。 

※カスタムフィールドは承認者による修正不可です。 

 

＜処理者＞ 

青枠部以外はすべて修正が可能です。 

※カスタムフィールドの内容も処理者は修正可能です。 
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 留意事項について 

2018 年４月現在、Concur Expense Standard をご利用いただくにあたり、以下の点にご留意いただ

き、ご使用いただきますよう、よろしくお願い致します。 

留意事項 1 各種ジョブの実行によるスローダウンについて 

Concur Expense Standard においては、DB データの同期処理など内部処理の各種ジョブを太平洋

沿岸標準時間（PST）の夜間に実行しています。この関係で日本時間の昼間、主に 12 時から 17 時

の間に、支払マネージャーの機能の処理がスローダウンする場合があることが判明しております。 

支払マネージャーをご利用いただく際に、処理が著しく遅く感じられる場合は、しばらく時間をお

いてからご使用ください。会計ファイルのダウンロードについては、なるべく日本時間の午前中、

もしくは夕方以降に実施していただくことを推奨いたします。 

 

留意事項 2 日曜の週次メンテナンスについて 

システムの良好な健康状態を保つため、週次で定期保守を実施しています。毎週日曜日 9:00 – 

14:00 のうち、1～2 時間程度で実施しており、この時間帯においては一時的に使用不可となる場

合があります。 
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 用語集・参照 URL 

 用語集 

Concur Expense Standard をご利用いただく際に使われる、主な用語集です。（五十音順） 

か行 

会計ファイル Concur Expense において処理された経費データを、お客様がご利用されている会計シ

ステムに取り込むために、支払マネージャー機能より出力するファイルです。 

 

→【参照】4.12 経費ファイルエクスポート 

カスタムフィール

ド 

Concur Expense にあらかじめ設定されているフィールド以外に、お客様固有で作成す

るフィールドを指します。経費精算レポート作成時の入力項目として使用します。 

 

→【参照】4.4 追跡データ設定 

コンプライアンス

ルール 

（監査ルール） 

個々の経費や経費精算レポートにおいて、各企業の経費精算規定に沿って入力、提出さ

れているかどうかをチェックするために設定されるものが、コンプライアンスルール

（監査ルール）です。 

このルールに沿っていない経費精算レポート作成がされている場合は、入力者に対して

画面上で注意・警告を表示し、修正等を促します。内容によっては、ルールに沿った修

正を行わなければ、経費レポートを提出できないようにすることも可能です。 

 

→【参照】4.8 経費コンプライアンス 

勘定科目コード

/GL コード 

お客様がご利用されている会計システム上にて、各勘定科目に対して設定されている、

ユニークなコードの値のこと。 

Concur Expense における設定では、この勘定科目コード/GL コードを、経費タイプに

対して紐づけることにより、会計システムとの間での情報の連携を行うことが可能にな

ります。 

 

→【参照】4.5.2 勘定科目コード 

経費タイプ 使用用途と経理上の勘定科目に応じて、立て替えた経費を分類する際の[経費の種類]で

す。 

→【参照】4.5.1 経費タイプ 

経費フォーム 各経費の入力フォームのことを指します。 

経費タイプのカテゴリーごとに異なる経費フォームが定義されています。 

→【参照】4.5.3 経費フォーム 
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経費精算レポート 一定期間に発生した、一つもしくは複数の経費を取りまとめ、承認者に対して提出する

際に作成するものが、経費レポートです。 

従業員一人につき、1 か月に 1 経費レポートの提出としている企業（月締め）が多い一

方で、営業担当等、精算する経費が多い従業員に対しては、1 週間に 1 経費レポートの

提出をさせている事例もございます。 

 

コストデータ 会計システムに連携するために必要な情報であり、経費精算レポート作成時の入力項目

として使用します。 

→【参照】4.4 追跡データ設定 

 

さ行 

JPT Japan Public Transportation（日本の公共交通機関）の略で、Concur Expense を日

本において利用する場合に追加されている機能です。 

ジョルダンのサービスと連携した、国内の経路検索を可能としており、[ネットワーク

型 IC カードリーダー]にご契約いただくと、SUICA などの IC カードに記録されている

乗降記録を読み取り、自動的に Concur Expense へ経費アイテムとして登録する機能

がございます。 

 

なお、経路検索機能に対応したカテゴリは[陸上交通_日本]のみであり、１環境につき

1 経費タイプにのみ設定が可能です。 

支払マネージャー 会計ファイルを出力するために使用する機能です。 

→【参照】第 6 章 支払マネージャー 

 

た行 

同席者フォーム 交際費の経費処理の際、会議や宴会等に同席した人を追加するためのフォームです。 

→【参照】4.5.4 同席者フォーム 

 

は行 

バースティング 特定の条件に基づいて抽出された情報を特定の宛先のユーザーに対して配信する機能で

す。 

分析サービスである、Concur Business Intelligence（有償サービス） にご契約いた

だくことでご利用いただけます。 
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ファイルエクスポ

ート 

Concur Expense 上で経費処理されたデータを、ファイル出力を行うことを指します。 

→【参照】4.12 経費ファイルエクスポート 

フィールド 経費精算レポート作成時の各入力項目（経費タイプ、取引日、金額など）を指します。 

 

付加価値税 海外の各国の付加価値税に関する登録を行う機能ですが、日本においては、消費税

（2015 年 9 月現在、8%）の設定を行う機能として用いています。 

本税率は、法改正により変更になった場合、コンカー側で修正いたします。 

→【参照】4.6 VAT (Value Add Tax:付加価値税) 

複数レベルリスト 複数リストを使用し、1 つ目のリストで選択した値に応じて、2 つ目のリストの選択肢

が絞り込まれる形式のリストを指します。 

→【参照】4.4.3.2 複数レベルリスト 

ポリシーグループ コンカーをご利用いただく従業員をグループ分けする単位。ポリシーグループを分ける

ことによって、各グループで異なる経費タイプを使用することができます。 

 

→【参照】4.18 ポリシーグループの設定 
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 参照 URL 

Concur Expense Standard について、より深くご理解、ご利用いただくための情報を、以下の Web サ

イトに掲載させていただいております。合わせてご参照下さい。 

 

基本操作を学ぶ 

http://www.concurtraining.com/standard/jp 

Concur Expense Standard Edition 設定ガイド / ユーザー ガイド

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Current_jp/STD_Guides_Exp/_Docs_St

d_ExpHelp_jp.htm 

リリースノート

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Current_jp/ReleaseNotes_Std_Exp/_Rel

easeNotesCPS_JAPAN.htm 

ベーシックユーザーガイド（Word 版）

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Current_jp/STD_Guides_Exp/Concur%2

0Standard%20Basic%20End-User%20Guide-jp.doc 

ベーシックユーザーガイド（PDF 版）

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Current_jp/STD_Guides_Exp/Concur%2

0Standard%20Basic%20End-User%20Guide-jp.pdf 

株式会社コンカーホームページ 

https://www.concur.com/ja-jp 


