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リリース ノート 

日本語ユーザー インターフェースの文言変更 

Concur では品質改善のため、恒常的に日本語 UI の改善を行っております。来月のリリースで

変更される予定の主な文言について予告します。 

 「許可申請」を「事前申請」に改定します 

 「審査」を「レビュー」に改定します 

Expense 

仮払: 部分承認の計算を変更 

概要 

本リリースより、部分承認で使い残した仮払を同じレポートの他の経費に適用できない時、次の

レポートに繰り越す他に、 システム メッセージとともに [仮払の返納] に変換できるようにな

ります。以前のリリースに比べて未使用残高が分かりやすく、ユーザーに未使用残高があること

を警告することもできます。  

システムの動作はカード タイプと従業員の持つ繰り越しの権限によります。つまり、これらの

変更によって影響があるのは、従業員が繰り越しを許可されていてもいなくても、Concur を通

じた仮払や会社支払のカードを通じての仮払のみです。 

機能の説明 - 仮払部分承認の取り扱いと規定違反メッセージ 

繰り越しできない仮払に限定するため、今後、（仮払を使用する）経費エントリーの部分承認時

に仮払を適用するためのアルゴリズムは次のように計算されます: 

• 他の経費に適用を試行: Expense は未使用の仮払残金を同じレポート内の他の適切な経

費へ適用しようとします（多くの場合は仮払がすべて清算されます）。 
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• 繰り越しが許可されていない場合: 繰り越しが許可されていない場合、Expense は次に 

[仮払の返納] を作成して、経費精算レポートの作成者が会社に負っている残金を視覚的

にユーザーや承認者、処理者に示します。 

 [仮払の返納] の [金額] フィールドは編集できないようにロックされています。 

 仮払には新しいシステム メッセージ「この仮払の返納は部分承認の結果として作成

されたものです」とともにフラグが立てられます。 

• 「このレポートの部分承認によって利用可能になった仮払資金は、このレポートの他の

経費に適用できません。全額をこの経費精算レポートに再適用するには、経費精算レポ

ートを従業員に差戻して修正させてください。」このシステム メッセージはシステムか

ら削除され、上記のメッセージに置換されました。 

NOTE: 経費精算レポートの提出時や提出前の仮払申請に変更はありません。特に承認プロセス

中に経費の申請金額が下がった時にこれを使用すると、仮払の一部を相殺することがで

きます。 

業務目的とユーザーへの利点 

仮払の未使用分を繰り越しできない場合の取扱を明確にします。また、未使用分を同じレポート

の他の経費エントリーに適用できない場合も、ユーザーに UI 上で警告することができます。 

ユーザー、承認者および処理者への表示 

部分承認の経費精算レポートを開くと、各ユーザー ロールには、システムが作成する仮払の返

納とそれに対するメッセージが表示されます。メッセージは特別な取り扱いが必要なことを示し

ていることもあります。 

設定およびアクティブ化 

この機能はすべてのお客様に対して自動的にオンになります。その他のアクションは特に必要あ

りません。  

 詳しくは、設定ガイド「Expense： Cash Advance」 を参照してください。  
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経費支給のゲスト: 監査ルール、処理者の照会に新しいフィールドを追加 

概要   

監査ルールと処理者の照会に新しいフィールドが追加されました。これは処理者や管理者が経費

支給ユーザーを特定するのに役立ちます。管理者はこれらのフィールドを使って経費支給ゲスト

のレポートにのみ適用する監査ルールを作成したり、処理者が経費支給ユーザーのレポートを検

索することができます。  

経費支給ゲストのフィールドは以下の通りです:  

• レポート データ オブジェクトの [経費支給あり] フィールド  

• 従業員データ オブジェクトの [従業員ではない] フィールド  

 

業務目的とユーザーへの利点 

経費が支給されるゲストのレポートを取り扱うための管理ツール機能を強化しました。  

設定およびアクティブ化 

この機能はすべてのお客様に自動的にオンになります。  

処理者は [レポートの処理] ページで照会を管理します。  

 詳しくは、ユーザー ガイド「Expense: 経費処理」をお読みください。  
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管理者は [Expense 管理] の [監査ルール] で監査ルールを管理します。   

 さらに詳しい情報は、設定ガイド「Expense: グループ構成」をお読みください。 

処理者: 照会機能強化  

概要 

レポート データ量が大きくなればなるほど多くの時間がかかります。最終的には、照会の範囲

が広過ぎたり不正確なために Concur の応答タイムアウト時間内では完了しないほどになること

があります。Concur はいくつかの方法で処理者の照会機能を強化し、これを改善しました。変

更点は以下の通りです:   

• 処理者は [レポートの処理] ページで [検索] をクリックする前に検索パラメータを少な

くとも 1 つ選択する必要があります。  

• 照会結果を特定の期間に制限する優先設定が追加されました。この新しい設定は [レポ

ートの処理] ページの [優先設定] セクションにあります。 
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[なし] 以外の値に設定すると [レポートの処理] メイン ページに制限を表すテキストが

表示されます: 

 

業務目的とユーザーへの利点 

処理者が検索結果を絞るための手段を提供し、応答タイムアウト時間内に完了できない照会を防

ぎます。    

設定およびアクティブ化 

この機能はすべてのお客様に対して自動的にオンになります。その他のアクションは特に必要あ

りません。処理者の優先設定に変更はありませんので、この新しいオプションを使用するには処

理者自らのアクションが必要です。 

変更ログに承認権限者と原価対象の承認者の記録を追加 

概要 

変更ログを以下の通り変更します: 

承認権限者を追加/編集/削除: 承認者名がログに追加され、これらのアクションが [承認権限者

構成タイプ] に表示されます。 

原価対象の承認者を追加/編集/削除: [追加] アクションが記録されます。[編集] と [削除] のア

クションにはログに承認者名が含まれます。  

業務目的とユーザーへの利点 

承認者の変更を経時的に可視化します。   
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設定およびアクティブ化 

この機能はすべてのお客様に対して自動的にオンになります。その他のアクションは特に必要あ

りません。  

近日リリース予定: 仮払申請承認フロー タブ 

概要 

仮払申請のレイアウトを更新し、新しいタブ [承認フロー] を追加します。現在は、仮払申請に

はメインの詳細セクションの下部にタブが設けられています: 
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仮払申請の新しいレイアウトには、ウィンドウの上部にタブがあります。メインの詳細セクショ

ンは [詳細] タブに移動します: 

 

また、[承認フロー] タブも追加しました。このタブには仮払申請の承認者リストが表示されま

す。承認者は必要に応じてこのタブで承認ステップの追加をすることができます。 
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業務目的とユーザーへの利点 

仮払申請の承認フローの可視性を高めます。  

設定およびアクティブ化 

自動的にオンになります。特別な設定やアクティブ化は必要ありません。  

法人カード 

新しいデータをサポートするため HSBC VCF v4.0 および CDF v3.0 を変更 

概要 

本リリースより、HSBC はフラグを追加することによって重複するカード取引の扱いを改善しま

す。このフラグは VCF v4.0 と CDF v3. の Expense へのインポートに存在する重複するカー

ド取引を特定するものです。 

業務目的とユーザーへの利点 

重複するカード取引の取り扱いを改善します。 

設定およびアクティブ化 

この機能はすべてのお客様に対して自動的にオンになります。その他のアクションは特に必要あ

りません。  
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推奨環境 

動作保証するブラウザについての月次情報 

現在動作を保証するブラウザ、または今後保証予定のブラウザは別途、月次リリース ノートに

てお知らせします。 

 その他のリリース ノートやブラウザの動作保証については、この文書に記載されている

別途リリース ノート、 Web セミナー、技術文書をお読みください。 
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その他リリース ノート、Web セミナー、および技術文書 

Concur サポート ポータル  

Concur サポート ポータルのリリース ノート、Web セミナー、および技術文書にアクセスして

ください。 

適切なアクセス権があれば、 Concur で [サポート] メニューが利用できます。[サポート] をク

リックし、 Concur サポート ポータル内の [Resources（リソース）] をクリックしてくださ

い。  

• リリース ノートや技術文書にアクセスするには [Release/Tech Info（リリース/技術

情報）] をクリックします。  

• 録画や配信中の Web セミナーを見るには、 [Webinars（Web セミナー）] をクリッ

クします。 
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NOTE: 「青空」 以外のインターフェ-ス レイアウトを使用している場合は（出張構成のページ

で設定）、[サポート] リンクにアクセスするには [ヘルプ] をクリックする必要があり

ますのでご注意ください。  
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オンライン ヘルプ - 管理者 

管理者ロールを持つユーザーは、 Concur のオンライン ヘルプを使ってリリース ノート、技術

文書およびその他のリソースにアクセスできます。 

 

 

 


