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リリースノート – 2012 年 12 月 

追加機能・追加製品リリースのお知らせ 

Travel のリリースノートを入手するには、  Concur Client Central にログインした後、次の順

に進みます。 Resources > Document Library > Travel > TMC Partner または Direct 

Customers 

その他すべての製品については、Concur Client Central にログインした後、次の順に進みます。 

Resources > Release Documentation > Release Notes 下の表からお使いの製品に応じ

たリリースノートを選んでダウンロードしてください： 

 

https://community.concur.com/web/guest/home
https://community.concur.com/web/guest/home
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セクション 1:  Client Suggestions Forum からの改善要望 

下記は Concur's フォーラムの Concur's Suggestion サービス（現在日本では利用できませ

ん）に投稿された改善要望です。これらは今回のリリースに含まれています。 

• 支払タイプの初期設定 

経費精算レポートに手入力で経費を追加するユーザーのために、自動的に入力される支

払タイプを設定しておくことが可能になりました。この機能により、レポート作成の際

の支払タイプ設定漏れを最小限に抑えます。また、経費入力を標準の支払タイプへ誘導

することができます。  

 このセクションでは各変更について簡単に説明されています。詳細情報は当ドキュメン

ト内の個別セクションをご確認ください。 
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セクション 2:  Expense 

下記の変更が本リリースに含まれております。 

マニュアル入力の経費に支払タイプの初期設定をする   

概要  

本リリースから、 ユーザーがマニュアルで経

費を作成する際、推奨の支払タイプにあらか

じめ選択されるように Expense 構成管理者

が設定することができるようになりました。支払タイプの初期値を設けるには、支払タイプのグ

ループ構成で設定します。初期値が設定されていない場合は従来と同じように先頭のオプション

（アルファベット順）を選択します。どちらの場合でも、ユーザーはリストから支払いタイプを

選ぶことが可能です。 

支払タイプの初期値を設定しておくと、推奨する支払タイプを従業員にそのまま使用させること

ができ、支払タイプの選択ミスを減らすこともできます。 

ユーザーの操作 

管理者がグループ構成で支払タイプの初期値を選択した場合のみユーザーに反映されます。選択

していない場合は、従来通りの表示（アルファベット順で先頭の選択肢）です。  

選択した支払タイプは、ユーザーが経費精算レポートを開いて経費を新規作成する際の [支払タ

イプ] フィールドに初期値として表示されます（下図の例では [会社が支払]）。特に他の値に変

更する操作をしなければ、 経費は支払タイプの初期値で作成完了されます。  

機能の目的 

ユーザーを推奨の支払タイプへ誘導すること
が可能です。また、入力ミスを防止します。 
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ユーザーは他の値に変えることも可能です。ユーザーの属しているグループに対してアクティブ

な値を選択することができます。  

 

構成 

この機能を使用するには、下記の手順に従って設定してください。 

1. Expense 構成管理者としてログインし、[管理] ＞ [Expense 管理] ＞ [グループ構成] 

の順に進みます。 

2. [経費] タブでグループを選択し、 [支払タイプ] の下にある [修正] をクリックします。 

 

3. [グループに対する構成] ダイアログボックスが開きます。[既定支払タイプ] の下のチ

ェックボックスで、推奨するアクティブな支払タイプをオンにします。 
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支払タイプの初期値に選択できるのは 1 つだけです。1 つを選択すると、その前に選択

したものは解除されます。また、すべてをオフにしておくことも可能です。 

NOTE: 支払タイプの初期値はアクティブでなければなりません。どちらの設定もこの画

面で同時に行えます。 

4. [保存] をクリックします。 

 詳しくは Expense:  経費タイプ設定ガイド をご参照ください。 

出張手当：食事手当の初期値を申請対象外に設定する   

概要  

管理者は、昼食と夕食の食事経費タイプの初

期値を [提供済] のステータスに設定するこ

とができます。この機能は、従業員に食事手

当の申請を手作業で入力するように強制したいお客様のために設計されました。手当を受けるた

めには手動調整が必要となりますので、システムがユーザーに代わり自動的に（場合によっては

誤った手当を）排除することになります。 

この機能を使用する理由 

機能の目的 

出張手当の昼食と夕食の経費タイプに関する
操作のエラーを減らします。 
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部分的な日程に対して自動で時間ベースの調整を行う計算方法を使用している時は、日当ルール

で経費計上を許可されていない食事手当（初日や最終日、あるいはその他の部分的な日程の昼食

や夕食など）をユーザーが誤って申請してしまうことが実際には起こりがちです。しかし、この

機能を使って昼食や夕食の [提供済] ステータスを初期値にしておけば金額はゼロになります。

そのため、支給を希望する従業員は旅程を見直すことになり、手当が適正に修正されます。  

ユーザーの操作 

この機能が有効になっている時、出張の各日に対して [朝食提供済]  [昼食提供済]  [夕食提供

済] のチェックボックスが初期設定でオンになります。これは、食事手当を申請しないことを示

します。  

 

従業員は手動でチェックボックスをオフにして最終合計を調整し、社内規則に則って食事手当を

申請する必要があります。下図では、従業員が初日の [夕食提供済] を解除しました。さらに 

[手当] の合計を調整するため、2 日目の [朝食提供済]  [昼食提供済] を解除しました。 

 

朝食は特別扱いです。 

朝食の場合は初期設定を [提供済] にしても、出張初日の朝食の初期値は [提供済] にはなりませ

ん。しかし、三食とも（朝食、昼食、夕食） [提供済] を初期設定した場合は例外ではありませ

ん。全日程にわたるすべての食事のステータスが [提供済] となり、申請対象から外れた状態に

なります。 
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構成 

初期設定では、食事が [提供済] に設定されていません。管理者がこのオプションをオンにする

必要があります。次の手順に従ってください。 

1. Expense 構成管理者としてログインし、[管理] ＞ [Expense 管理] ＞ [出張手当] の

順に進みます。 

2. [構成] タブで出張手当の行を選択し、 [修正] をクリックします。 

3. [食費オプション] まで下にスクロールします。次のオプションをオンにします。 

 朝食の既定を提供済にする：このチェックボックスをオンにすると、手当の朝食部

分は支給されたことになりますが、日当には含まれません。 

 昼食の既定を提供済にする：このチェックボックスをオンにすると、手当の昼食部

分は支給されたことになりますが、日当には含まれません。 

 夕食の既定を提供済にする：このチェックボックスをオンにすると、手当の夕食部

分は支給されたことになりますが、日当には含まれません。 

 

4. [保存] をクリックします。 

 詳しくは Expense:  出張手当設定ガイド をご参照ください。 
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付加価値税の税算出に Complex Distance を追加  

※こちらは日本非対応機能に関する情報です。  

Overview  

A new tax calculation method, Complex 

Distance, is now available for calculating 

value-added tax for business 

mileage/kilometer reimbursement.This feature allows the system to now calculate the 

potential VAT on a per distance unit basis for variable reimbursement amounts.This 

allows calculation of the right amount based on the lower of the tax authority fuel 

advisory rate (stored as Distance Rate) and the client reimbursable rate. 

How The Rate is Calculated 

This calculation is based on the Distance Rate (e.g. UK’s HMRC Advisory fuel rate), and 

the Tax Percent (e.g UK currently set at 20%).In use, the potential VAT calculation 

employs the lower of either the Distance Rate, or the combination of client reimbursable 

rate, plus the miles travelled, and the tax percent. 

What the Administrator Sees 

The administrator configuring Complex Distance calculations in Tax Administration will 

see both the Distance Rate and the Tax Percent columns for this calculation type.  

 

Business Purpose 

This enhancement adds flexibility when 
calculating VAT rates for car mileage. 
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 Configuration 

This feature is accessed using the procedure below: 

1. As the Expense Configuration administrator, click Administration > Expense 

Admin > Tax Administration. 

2. Click the Tax Authorities tab, then click New. 

3. Complete the steps in Step , then click Next. 

4. In Step , click New, name the tax rate type, then select Complex Distance 

under Calculation Method. 

 

5. Complete the configuration steps as required. 

 Refer to the Expense:Value Added Tax (VAT) / Tax Administration Setup Guide 

for more information. 
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セクション 3:  Expense Pay 

※こちらは日本非対応機能に関する情報です。 

The following features are included in this service release. 

Expense Pay EMEA - Euro:Payment Manager - Pre-Funded Account Now 

Available  

Overview  

Expense Pay EMEA– Euro has been 

expanded to now include a pre-fund 

funding option for clients based in Euro 

countries.There are now two funding 

options for Euro clients to fund their 

payments: 

• SEPA B2B Direct Debit 

• Pre Fund 

The payments are in Euro.An administrator now has the ability to request a pre-fund 

funding account that will be managed by Concur.Concur will open a Euro account on 

behalf of the client in London, and the client will send funds via SEPA Credit Transfer or 

wire to fund the reimbursements that Expense Pay will then make to their employees 

and card issuer on their behalf. 

This offering includes the following features: 

• Support for pre-funded funding accounts. 

• Localized Pre-fund Funding Account page 

 Refer to the Expense Pay User Guide for Professional/Premium for more 

information. 

Business Purpose 

This enhancement now allows a client 

to choose how they will fund their Euro 

payments: either by sending in funds 

required (Pre-fund) or by authorizing 

Concur to debit their funding account 

(Direct Debit). 
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Configuration 

This feature requires a contract with Concur.Contact Concur Client Services to begin the 

process of adding this feature. 

Payment Manager - Employee Banking:Account and Routing Numbers are 

Now Masked  

Overview  

For this release, when a user enters 

account and routing numbers to the 

Profile > Bank Information page, the 

numbers now become masked except for the last four digits.The account and routing 

numbers are displayed unmasked if they are in Failed status so that the employee can 

update their banking information. 

 

Configuration 

No additional configuration is required to use this feature. 

Business Purpose 

This enhancement provides additional 
security on the Bank Information page. 
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Payment Manager - Funding Account:Account Numbers are Now 

Masked  

Overview  

For this release, when a user enters 

account numbers to the Funding 

Account page, the numbers now 

become masked except for the last four digits.The account numbers are masked for 

internal user and any user with a proxy role.For users with reimbursement 

management roles, the account numbers are masked if they are confirmed and 

unmasked if they are not confirmed.  

 

Configuration 

No additional configuration is required to use this feature. 

Business Purpose 

This enhancement provides additional 
security on the Funding Account page. 
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Payment Manager - Funding Account:US Direct Debits Now Include Client-

defined Batch Names 

Overview  

For this release, direct debits in the US 

will now include the name of the batch as 

defined by the client in Payment 

Manager.This allows clients with multiple 

batches and who use a single funding 

account to see the batch names they have defined in Payment Manager on their bank 

account statement.This facilitates easier reconciliation. 

Configuration 

No additional configuration is required to use this feature. 

Business Purpose 

This enhancement allows clients with 
multiple batches and who use a single 
funding bank account to see the batch 
names they have defined in Payment 
Manager on their bank statement for 
easier reconciliation. 
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セクション 4:  ジョブ 

※こちらは日本非対応機能に関する情報です。 

The following features are included in this service release. 

Support for MasterCard Virtual Card Accounts (VCA)  

Overview  

With this release, support for the 

MasterCard Virtual Card Account (VCA) is 

now integrated into Expense.Now, card 

transactions of the VCA type ("V") can be configured and managed in the Manage 

Accounts tab of Company Card.This feature is ideal for clients who integrate their 

purchasing portal with the card issuer's application in order to generate the VCA. 

Configuring the VCA Card Type in Company Card Admin 

When the Company Card admin opens the Manage Accounts tab, they will see the 

new Managing choice under the Account Type drop down list. 

 

Business Purpose 

This enhancement further integrates 
support for the VCA card type in 
Expense. 
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Choosing this option auto-selects CBCP as the Payment Type choice for this account, 

which is treated by Expense just as any Individual (or pseudo) account.Once configured, 

the Payment Type choice cannot be changed in Expense.  

Searching for VCA Card Accounts 

To accommodate the new card account type, the Search function now features "All 

Individual and Managing Accounts" as a search criteria the Card admin can draw on. 

 

Configuration 

The client should submit a Service Request to Support to enable this feature. 

 Refer to Expense:Company Card User Guide for more information. 
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セクション 5:  ドキュメントアップデート 

※こちらは日本非対応機能に関する情報です。 

The following documentation changes are included in this service release. 

New Client Admin Release Summary Document 

Overview  

Clients can now take advantage of a new 

document summarizing Concur's monthly 

feature set.This new document, the 

Client Admin Release Summary, is an abbreviated list with short descriptions of each 

feature.By reviewing this document the client can quickly determine what features to 

further investigate.This information has been available for Expense for some time and 

has now been expanded to other areas. 

 

Business Purpose 

This enhancement provides a quick 
overview of the key changes, reducing 
the time it takes to review. 



 

Concur リリース ノート Page 19 Expense 

2012年 12月 Concur をお使いのお客様 

Where to Find the Client Admin Release Summary 

Clients can find this document in one of two ways: 

• Using the Expense Admin Help:Clicking Help > Expense Administration Help 

opens the help system - use the upper-left link to open the summary doc: 

 

(Other administration help modules have similar links.) 

 

• Concur Client Central:Log in, then proceed to Resources > Release Docs > 

Client Admin Release Summary 
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セクション 6:  サポートしている構成 

本リリースでサポートしている構成は下記のとおりです。  

本リリースにおける動作確認 

Firefox v. 15.0.0 のサポート 

本リリースでは Mac OS X/Microsoft Windows OS にインストールされた Firefox 15.0.0 のサ

ポートを保証しています。 

Google Chrome v. 21.0 のサポート  

本リリースでは Mac OS X および Microsoft Windows OS にインストールされた Google 

Chrome21.0 のサポートを保証しています。 

今後予定されている動作確認 

Internet Explorer v. 10.0 と Windows 8 のサポート 

Microsoft Windows 8 にインストールされた Internet Explorer 10.0 のサポートは今後のリリ

ースに含まれる予定です。 

Chrome v. 23.0 のサポート 

Mac OS X および Microsoft Windows OS にインストールされた Chrome 23.0 に関するサポ

ートは今後のリリースに含まれる予定です。 

Firefox v. 16.0 のサポート  

Mac OS X および Microsoft Windows OS にインストールされた Firefox 15.0 のサポートは今

後のリリースに含まれる予定です。 
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Safari 6.0 と Mac OS X 10.8 のサポート 

Mac OS Ⅹ にインストールされた Safari 6.0 のサポートは今後のリリースに含まれる予定です。
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免責事項 

このドキュメントに含まれる情報は、このドキュメントの発行時点の以下の製品に適用されます。 

 

2012 年 12 月 Travel & Expense 

 

本ドキュメントに含まれる上記製品と情報は、事前通知なく変更されることがあります。従って

Concur 社は、いかなる保証をも否認し、上記製品と本ドキュメントの間で生じるいかなるエラ

ー、遺漏、あるいは不一致によって直接的・間接的にもたらされる全ての影響に対する責任を負

いかねます。  

©  2004 – 2013 Concur Technologies, Inc., Redmond, Washington.All rights reserved. 

（不許複製・禁無断転載） 

Concur® は Concur Technologies, Inc. の商標です。すべての会社と製品の名前は全て各保有

者の知的財産です。 

発行元：Concur Technologies, Inc.18400 NE Union Hill RoadRedmond, Washington  

98052 
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付録： 用語の変更 

下記のとおり、次月のリリースで用語が変更される予定です。 

 
変更前 変更後 用途 変更理由 

2013 年 

1 月 
領収書イメージの保留 領収書未添付により保留 ステップ名 

次のステップに進めない理

由を明確にするため 

2013 年 

1 月 
編集可能な人 編集可能 

ワークフロー 

ステップ 
用語統一のため 

 


