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リリースノート – 2013 年 5 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:  経費 

下記の変更が本リリースに含まれております。 

5 月リリースに含まれる仮払申請の機能変更 

外貨および払戻通貨で仮払申請を表示 

外貨で仮払申請を支給されたユーザーが、払

戻の金額を同じ通貨でいくらになるのか知り

たいということがしばしばあります。このよ

うな要望に応えて、本リリースより、支給さ

れた外貨と払戻通貨が一致していなくても、

その両方をユーザーに表示するようになりました。この機能変更により、ユーザーは金額を正確

に比較して返却する金額を出しやすくなります。  

ユーザーへの表示  

払戻と仮払の通貨が異なる時、優先する払戻通貨の下に設けられた新しい行に、もともと支給さ

れた仮払の通貨で同じ金額を表示します。 

 

機能の目的 

仮払の支給額を払戻通貨以外で表示すること
で、より分かりやすくなります。 
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構成   

下記の 2 つの設定が有効になっているグループ構成の下で 2 種類の通貨を使用する時に機能し

ます： 

• [仮払申請を通貨が一致する入力にのみ適用] 

• [仮払の為替レートで経費入力を更新する] 

 

 

 詳しくは Expense: 設定ガイド「Group Configurations for Expense」 および 

Expense: 設定ガイド「Currency Admin」をご参照ください。  

仮払が支給された時の為替レートを経費入力に使用する 

作成したレポートの経費入力に仮払申請を関

連付ける時に、為替レートがその仮払が支給

された時の為替レートとは異なることがしば

しばあります。 

その若干の差異によって取引上の利益や損失

が発生してしまいます。これを防ぐため、レートを一致させる新しいオプション [仮払の為替レ

ートで経費入力を更新する] が利用できるようになりました。下図のようにグループ構成の際に

使用することができます： 

機能の目的 

仮払申請の取引における利益や損失を制御し
ます。 

 

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Docs/_Current/SG_Exp/Exp_SG_Group_Config.pdf
http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Docs/_Current/SG_Exp/Exp_SG_Currencies.pdf
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このオプションは初期設定でオフになっています（チェックボックスが空欄）。  

ユーザーへの表示  

このオプションが選択されている時にユーザーが仮払を経費入力に追加すると、システムが非イ

ンタラクティブな情報メッセージをユーザーに表示します。このメッセージはレポート完成前に

仮払申請を削除してもよいことをユーザーに喚起します。  

 

経費入力を仮払申請に割り当てて保存する時に、システムは再度、経費入力の為替レートが仮払

支給時の為替レートに適合されたことを情報メッセージとして表示します。  
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レポートにも、レートが適合されたことを示す黄色の規定違反が表示されます。  

部分的に適用された仮払申請の扱い - 混合レート 

仮払申請の一部だけが経費入力に適用されている時は、混合レートが使用されます。そのような

場合、システムは仮払の一部と現金の一部、および複数の仮払の組み合わせとして混合為替レー

トを計算します。  

たとえば、次の例では： 

• 仮払申請：100 米ドル × 0.5 = 50 英ポンド 

• 経費入力：200 米ドル × 0.8 = 160 英ポンド 

保存時に、混合レートは次のような計算をします： 

• 仮払に適用された 100 米ドル × 0.5 = 50 英ポンド 

• 現金に適用された 100 米ドル × 0.8 = 80 英ポンド 

0.65 の混合為替レートが生成され、適用されます。 

 

追加の詳細情報 

この機能を使用する際は次の点に注意してください： 

• 明細はこの機能には含まれません。 

• 仮払申請の割り当てから取引が削除された場合、ユーザーの入力した為替レートが残り

の経費に再び適用されます。 

• ユーザーの入力した為替レートは記憶され、下記のような時に再び使用されます：  

 前もって仮払申請に割り当てられていた経費入力が仮払申請から外された時、ユー

ザーの入力した為替レートが経費入力に再び適用されます。 
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 経費精算レポートが複製された時、新しいレポートに仮払申請が無ければユーザー

の入力した為替レートが経費入力に再び適用されます。仮払申請がある場合は、同

じ優先ルールが適用されます。 

 経費入力を複製したり移動したりした時、ユーザーの入力した為替レートが経費入

力に再び適用されます。  

• レポートが撤回された時、ユーザーの入力した為替レートが経費入力に再び適用されま

す。 

• 承認者がレポートを承認したり金額を下げたりした時は、仮払申請の割り当てが再び行

われることはありません。 

構成  

この機能を使用するための追加構成は必要ありません。 

 詳しくは Expense: 設定ガイド「Policies」 および Expense: 設定ガイド

「Currency Admin」をご参照ください。  

通貨レート ペアの反転を禁止する通貨設定 

新しい設定 [通貨ペアの反転を許可] を使う

と、現地通貨レートを読み込んで通貨 ABC

から DEF に換算する際に、DEF から ABC に

反転するのを許可するか禁止するかを管理者

が決定することができます。これは、為替レ

ートを反転せずに正確な通貨ペアを使用しなければならないお客様をサポートするための設定で

す。 

初期設定では有効になっており、従来の動作と同様に通貨の逆算を許可します。チェックボック

スを空欄にすると、逆算のために通貨ペアを逆転させないようにします。また、 OANDA を使

用する場合は代わりにそのレートが使用されます。 

機能の目的 

通貨換算設定がより柔軟になりました。 

 

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Docs/_Current/SG_Exp/Exp_SG_Policies.pdf
http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Docs/_Current/SG_Exp/Exp_SG_Currencies.pdf
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構成   

[通貨管理] の [設定] タブに新しい設定 [通貨ペアの反転を許可] が追加されました。通貨ペア

の反転を許可するには、この設定を選択してください（初期設定で選択されています）： 

 

 詳しくは Expense: 設定ガイド「Currency Admin」 をご参照ください。 

仮払の返納時に残金を表示 

本リリースより、従業員が仮払申請の残金を

返納する際に残金を表示するようになりまし

た。  

この表示は、ユーザーが次の手順で仮払を選

択してレポートに追加する際に見られます。 [詳細] ＞ [仮払申請] ＞ [利用可能] 

次に、[仮払申請の返納] の経費タイプを選択すると、ウィンドウ、関連情報を含むグリッド表

示に更新されます： 

機能の目的 

仮払の残金を返納する際の作業を簡単にしま
す。 

 

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Docs/_Current/SG_Exp/Exp_SG_Currencies.pdf
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仮払が払戻通貨と異なる通貨で支給された場合は、グリッド表示を更新し、払戻通貨の直下に同

額を外貨で表示します。  

構成  

この機能を使用するための追加構成は必要ありません。 

監査ルール：日付オブジェクトに日数と月数を加算または減算 

概要    

本リリースより、監査ルールに含まれる日付

オブジェクトの比較オプションが強化され、

日付重視の購入や出張ポリシーを強制するこ

とができます。これは、コンプライアンスに違反したレポートにフラグを立てるルールを構成す

ることによって、出張の３０日前にチケットを購入するポリシーを強制できるということです。  

機能の説明 

管理者は日付フィールドを追加します。この例では [旅行日] （[カスタム 9] のフィールド名を

変更）を必須フィールド タイプとして [取引日] と共に入力フォームに追加し、このための監査

ルールを作成します。下図では、システムは [旅行日] の値から 30 日減算し、算出された日付

機能の目的 

監査ルールの日付オブジェクトの扱いが、よ
り柔軟になりました。 
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が [取引日] の前になるか後になるかを判断します。後の場合は、30 日ルールが守られています。

前の場合、レポートはルールに違反しています： 

 

構成   

この機能を使用するための追加構成は必要ありません。 

 詳しくは Expense: 設定ガイド「監査ルール」 をご参照ください。 

 

 

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Current_jp/Guides_Exp/SG_Exp/Exp_SG_Audit_Rules-jp.pdf
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セクション 2:  Expense Pay 

下記の変更が本リリースに含まれております。 

銀行情報：銀行情報： 名義フィールドのラベル変更が可能になりました。  

概要   

本リリースより、 [銀行情報] ページの [口座

の名義] を [口座名義の正式なフルネーム] に

ラベル変更することができるようになりまし

た。ユーザーが [銀行情報] ページに入力する際に、口座の正式なフルネームの入力が必須にな

ります。 

 

構成 

この機能を使用するための追加構成は必要ありません。 

JP モルガン・チェース ビザを拡張サポート  

概要  

機能の目的 

口座名義になっている正式なフルネームを使
用することができます。 

機能の目的 

JP モルガン・チェース ビザの支払サポート
が追加されました。 
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本リリースより、TSYS プロセッサーと呼ばれる JP モルガン・チェース（JPMC）ビザの支払サ

ポートが既存の JPMC ビザサポートに追加されました。TSYS または EDS プロセッサーのどち

らでも支払に利用することができます。 

構成 

この機能を使用するための追加構成は必要ありません。 

Expense Pay カード プログラムのサポートが拡張 

概要  

本リリースよりカード プログラムのサポート

が、次のとおり Expense Pay に追加されま

した： 

Expense Pay EMEA：American Express International Dollar (Dollar 45 カードとしても知

られています)。ヨーロッパ、中東及びアフリカ以外の国で発行される米ドル カード プログラム

です。このカード プログラムは負の支払をサポートします。 

構成 

この機能を使用するための追加構成は必要ありません。 

 

機能の目的 

Expense Pay カード プログラムが拡張され
ます。 
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セクション 3:  ドキュメントアップデート 

本リリースに含まれるドキュメント変更は以下の通りです。 

クライアント管理者向けリリース概要 

概要  

Concur をお使いのお客様は、月次リリース

の機能概要をお読みいただくことができます。

このクライアント管理者向けリリース概要は、

各機能の説明を短く要約したリストです。このドキュメントを先に確認すれば、さらに詳しく知

りたい情報を素早く選ぶことができます。従来、この情報は Expense だけに用意されていまし

たが、Concur の他のエリアにも拡充しました。 

 

クライアント管理者向けリリース概要の入手先 

次のいずれかの方法で入手可能です： 

機能の目的 

主要な変更点を簡潔にまとめたものです。短
時間で確認することができます。 
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• Expense 管理のヘルプから：[ヘルプ] ＞ [Expense 管理のヘルプ] をクリックしてヘ

ルプを開きます。次に左上のリンクをクリックするとドキュメントを開くことができま

す： 

 

（その他の管理者向けヘルプ モジュールにも同様のリンクがあります） 

 

• Concur Client Central:ログイン後、次のとおりに進みます。[Resources] > 

[Release Docs] > [Client Admin Release Summary] 
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セクション 4:  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. 19.0 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 Firefox 19.0 

のサポートを保証しています。 

Google Chrome v. 25.0 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 

Chrome 25.0 のサポートを保証しています。 

Safari 6.0 と Mac OS X 10.8 のサポート 

本リリースでは Mac OS X 10.8 にインストールされた Safari 6.0 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。 

Firefox v. 20.0 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 20.0 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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Google Chrome v. 26.0 のサポート  

Mac OS X および Microsoft Windows OS にインストールされた Google Chrome 26.0 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。 

 

Travel & Expense 2013 年 5 月 

 

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 Road Redmond, Washington  

98052 

 


