Solution Brief ｜ SAP Concur

SAP® Concur®

出張・経費管理クラウド
早わかりガイド
あなたの会社でこんな悩みはありませんか ?

従業員の悩み

管理職の悩み

• 経費の手入力、

• 承認作業のために帰社、

• 電車運賃を

• 部内の経費支出状況、

領収書の糊付けが手間
路線検索サイトで
調べなおすのが面倒

• 上長の承認が遅く、
立替経費の
支払いまでが遅い

経理担当者の悩み

人事・購買部門の悩み

• 経費規程違反で

• 出張規程が遵守されず、

予実がわからない

• 領収書、請求書が多く、

• フライト・ホテルなどの

不十分で承認精度に
自信がない

• 経費の支出状況が

• 自然災害、テロ、政変など

業務効率が悪い

• 経費規程の理解が

差し戻しが頻発、
月末は常に残業
倉庫への輸送、
保管コストが増大

明細レベルでわからない

SAP® Concur® がその悩みを解決します !

規程外のフライト・
ホテル手配が発生

包括契約が戦略的に
できていない

従業員の出張リスクに
対応できない

世界で支持される
出張・経費管理クラウドのデファクトスタンダード

SAP® Concur®

SAP® Concur® はフォーチュン 500 企業の 70% 以上が利用する出張・経費管理クラウドのデファクトスタンダード。

全世界の経費処理金額は 8 兆円を超えます。出張・経費管理プロセス全体をクラウド技術により一元管理し、

さまざまなサービス事業者と連携することで出張・経費管理の自動化を支援します。

SAP® Concur® 出張・経費管理クラウドサービス
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分析レポート：Concur

Business Intelligence

「経費の見える化」
、
「不正経費のガバナンス強化」を
SAP Concur は「従業員の生産性向上」、
Concur Expense：経費精算の無駄を排除し、経費管理を高度化
Concur Expense は交通費、交際費などの企業で発生する経費管理を高度化するクラウドサービスです。

従来、紙や Excel で処理していた経費精算業務をクラウドで一元管理。経理部門の業務負荷と管理コスト削減を実現します。

また、不正経費支出などを未然に防止するための経費規程チェック機能を活用することでグローバルレベルでのガバナンスリスクの
統制を行うことができます。また、モバイルを活用することで従業員は移動中のスキマ時間を使って経費精算ができます。

1 経費規程の自動チェック
経費規程チェックを設定できます。重篤な違反で申請できない

もの（レッドカード）
、申請可能だが金額超過など軽微な違反が

あるもの（イエローカード）など、複雑な経費規程チェックを

自動化します。

2 経費一覧
日付・経費タイプ・金額など経費支出を一覧で確認できます。

3 アイコン表示
領収書情報、コーポレートカードの利用やその他備考情報を
アイコンで分かりやすく表示。アイコンにマウスオーバーする
だけで詳細情報を把握できます。

4 多言語・多通貨対応
世界の主要言語・通貨に対応し、海外出張時や海外拠点での
経費精算にも対応、経費の一元管理を実現します。

5 経費タイプ
経費支出の種類に合わせた経費タイプを選択します。
コーポレートカードから経費タイプの自動割り当てもできます。

6 標準レポート
約 200 種類の標準レポートを提供。経費の分析ができます。

1
2
3
4

5

SAP Concur 導入による

日本でも海外でも安心して使える機能性

省力化効果
経理部門：
管 理 者：
従 業 員：

70%
60%
50%

国内の経路検索サービスや
交通系 IC カードと連携

削減

路線検索サービス「乗換案内」と連携し、Concur

Expense で路線検索、経費申請ができます。また、交

削減

通系 IC カード「Suica」や「PASMO」などからのデー
タ取り込みにも対応しています。

削減

支払管理

経費監査
サービス

Concur
Pay

Concur
Audit

コーポレートカードとの連携

従業員が利用したコーポレートカード
（法人カード）の

経費データは Concur Expense に自動的に反映され

ます。経費精算の効率化とともにカード会社からの払

戻金の増加や経費明細の分析活動にも活用できます。

出張・経費関連の外部サービスと連携
（Concur App Center）

* 一部、日本でサービスが開始されていないものを含んでいます。

実現します。

タクシー配車や会食予約など、出張・経費精算に関す
るさまざまなサービスとシームレスに連携。経費支出

データを自動で転送し、経費入力の手間を省くなど、経

標準レポート

費精算がより楽になります。

［ 連携サービスの一例 ］

全国タクシー

ぐるなび

駅すぱあと

RODEM

サイボウズ

Sansan

STREAMED

グローバル Wi-Fi

スマートフォン・タブレット対応
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iPhone、Android、Windows Phone、iPad などさま

ざまなモバイル機器に対応。スキマ時間を活用した経
費申請、管理者による承認処理ができます。

領収書イメージ

電子帳簿保存法（e-文書法）に対応
スマートフォンの写真撮影やスキャナで電子化した領

収書を Concur Expense に取り込むとタイムスタン

プを付与。紙の領収書は破棄することが可能です。こ
れにより領収書の糊付けから解放されます。
* 電子帳簿保存法の申請手続きに関するセミナーなど、
支援サービスもご用意しています。
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出張手配から請求書処理、経費分析まで。SAP® Concur® の
さまざまなソリューションが間接費管理の高度化を支援します。
Concur® Travel：出張手配と経費精算を統合

Concur Invoice：請求書支払い業務を効率化

航空券・レンタカー・ホテル・各種オンライン予約サイトと連携。会社の契

消耗品・水道光熱費・外部サービス費などのサービス提供者からの請求書

約条件（コーポレートレート）を適用することで、有利な条件で安全に出張
の計画、手配ができます。

に基づいた支払処理の業務プロセスを自動化することでコスト削減に大き
な効果を発揮します。また、電子帳簿保存法にも対応 *。ペーパーレス化に

より、業務の効率化、保管コスト削減を促進します。

* 2018 年対応予定

Concur Business Intelligence：経費の動きを見える化

Concur Locate：従業員の安全を確保

出張・経費支出の見える化を促進するための分析ツールです。約 200

大規模災害、テロ、政変などが発生した際に従業員の安否確認、さらには

種類の標準レポートを提供します。組織別規程違反率、支払いリードタ

イム、部門別予算対経費使用率などいつでも、どこでも支出状況を把握
できます。

該当地域に出張する従業員を効率的に把握し、危険情報の共有や退避

勧告などができます。位置情報と従業員情報はマップ上に表示、企業と

従業員のリスク管理を支援します。
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お問い合わせ先

株式会社コンカー

www.concur.co.jp/contact
03-4570-4666（受付時間：平日 9：00 〜 18：00）

お問い合わせ先（パートナー）

