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リリース ノート 

Expense 

インポート/抽出監視: すべての抽出ファイルをダウンロードする新機能が登場 

概要                                     

インポート/抽出監視ツールの機能を強化し、前回実行した抽出ファイルをダウンロードできる

ようになりました。従来、ダウンロード リンクは使用に限りがありました。4 月リリースでは

抽出のダウンロード リンクが常に [抽出実行履歴] タブに表示されます。 

 

業務目的とユーザーへの利点 

お客様ご自身で抽出ファイルをダウンロードできるセルフ サービス オプションを提供します。  

設定およびアクティブ化 

この機能は HTTPS アップロード/ダウンロードが有効なお客様のみご利用いただけます。ダウ

ンロード リンクを使用するには、ユーザー ロール [インポート/抽出監視] が必要です。 

仮払申請の機能強化 

概要 

仮払に 3 つの新機能が登場します。新機能は次の通りです: 

• 仮払申請のワークフローを表示する [承認フロー] タブ 
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• ユーザーが仮払申請にイメージを添付することができる [ドキュメント] タブ 

• 仮払申請のトップに申請金額を表示するよう管理者への表示を更新 

承認フロー タブ 

仮払申請に [承認フロー] タブを追加しました。このタブには、経費精算レポートや申請ビュー

のように仮払申請の承認者リストが表示されます。このタブには、将来、従業員や承認者が臨時

ステップを追加できる設定オプションをサポートするための機能拡張が用意されています。 

 

ドキュメント タブ 

仮払申請に [ドキュメント] という新しいタブが追加されます。このタブには [参照して添付] 

ボタンや仮払申請に添付したイメージが表示されます。  
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ユーザーは提出前にイメージの添付や削除ができます。承認者と仮払申請の管理者はイメージの

添付ができます。  

仮払申請管理者への表示を改善 

どのタブを表示させている時でも、管理者には仮払申請のトップに従業員名と申請金額が表示さ

れます。 
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業務目的とユーザーへの利点 

仮払申請ワークフローを表示し、管理することができます。また、仮払申請にイメージを追加す

ることができます。[ドキュメント] タブはユーザーが仮払申請の補足ドキュメントを追加する

のに使用します。仮払申請の管理者も、外資のために銀行が会社に現金を発行したときや、会社

が従業員に仮払を発行した時の署名領収書などを記録するために [ドキュメント] タブを使用し

ます。 

設定およびアクティブ化 

すべてのお客様に対して、[承認フロー] タブと従業員名/金額の表示が自動的に有効になります。

[ドキュメント] タブは [Expense 管理] の [グループ構成] ページでアクティブにしてくださ

い。   
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代理/プロキシ/アシスタント/手配者の区別 

概要 

上記のロールは過去のリリースで登場したものですが、それぞれの役割を明確に説明します。 

その 1 定義 

NOTE: すべてのロールやアクセス権を使用している会社もあれば、一部使用していない会社も

あります。 

代理および出張アシスタント/手配者 

Expense、Request、Invoice において、ユーザーが自分の経費精算レポートや承認、申請を支

援する代理ユーザーを選びます。 

Travel における出張アシスタント/手配者も基本的に同じものです。ユーザーが自分の出張やプ

ロファイル変更などを支援する出張アシスタント/手配者を選びます。 

プロキシおよび自己割り当ての出張手配者 

Expense、Request、Invoice において、プロキシはユーザーの支援をしますが、ユーザー自身

が選ぶものではありません。たとえば、ヘルプ デスクのスタッフがプロキシとして緊急時にユ

ーザー情報にアクセスします。 

Travel における自己割り当ての出張手配者も基本的には同じものです。自己割り当ての出張手

配者はユーザーの支援をしますが、ユーザー自身が選ぶものではありません。たとえば、ヘルプ 

デスクのスタッフが自己割り当ての出張手配者として緊急時にユーザー情報にアクセスします。 

機能強化 - 代理/プロキシ/アシスタント/手配者への表示 

ユーザー インターフェースを改善し、代理/プロキシ/アシスタント/手配者が [プロファイル] 

の [他のユーザーとして操作] リストにアクセスできるようにしました。  
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代理/プロキシ/アシスタント/手配者が 30 名以下のユーザーの代わりを務めている場合、フィー

ルドをクリックするとリストにすべての候補者が表示されます。 

代理/プロキシ/アシスタント/手配者が 30 名より多くのユーザーの代わりを務めている場合、候

補者の姓の一部を入力します。条件に一致する候補者が 80 人までリストに表示されます。 

自己割り当ての出張手配者の場合は、30 名の候補者表示はありません。常に姓の一部をタイプ

するようにします。条件に一致する候補者が 80 人までリストに表示されます。 

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。 

会社請求の取引明細書: 取引明細日オプションの選択 

概要   

本リリースより、購入カード プログラムの請求の取引明細書に新しい設定 [取引明細の決定に使

用する日付] が登場します。これは、法人カード管理者がカード取引を取引明細書の期間に追加

する際に使用する日付を、2 つの日付のうちいずれかを選択するものです。 

選択できる日付は [計上日] と [請求日] です。選択した日付に基づいて、システムが取引明細

書の期間にカード取引を追加します。既存のカード プログラムをサポートするため、初期設定

は [計上日] になっています。 
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NOTE:  この機能のリリースによって既存のカード プログラムに変更はありません。 

業務目的とユーザーへの利点 

関連する取引明細書期間にカード取引を合わせることができる選択肢をカード管理者に提供しま

す。 

取引明細書期間にカード取引を割り当てる日付オプションの使い方 

たとえば取引明細書期間が 9 月 1 日から 9 月 30 日だとして、計上日が 10 月 1 日、請求日が 9

月 30 日のカード取引があったとします。計上日の値を使うと（初期設定）、取引は取引明細書

期間に収まりません。  

 

これを解決するには、取引明細書期間にカードを関連付ける際に Expense が使用する日付をカ

ード管理者が選択します。この例では、請求日（9 月 30 日）が取引明細書期間内に収まります。 
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設定およびアクティブ化 

法人カード管理者が日付のオプションを選んで設定する必要があります。 

 カードの取引明細日を選択するには: 

1. [管理] ＞ [会社] ＞ [ツール] の順にクリックします。 

2. 左側メニューの [法人カード] をクリックします。  

3. [新規] または [修正] をクリックし、[取引明細の決定に使用する日付] オプションまで

スクロールします。 

4. 日付オプションを選択して [保存] をクリックします。 

 

日付を選択すると、そのカード プログラムのカード口座からインポートされるすべての取引に

適用されます。 

 詳しくはユーザー ガイド「Expense: 法人カードと会社請求の取引明細書の管理」をご

参照ください。 

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。 

 

 

 


