
ver1.73.0200リリースノート 修正内容
項番 システム タブメニュー 修正画面 修正機能 修正内容

1 記帳・決算専用 決算業務 所得税申告書

［医療費控除］タブで「補填される金額」が「支払った医療費」を超えている場合、［入力検証］タブおよび「チェック判
定」ダイアログ画面で表示されるエラーメッセージについて、条件に応じた詳細な内容に修正しました。

条件①:「医療費通知に関する事項」欄の補填される金額が支払った医療費を超えている
条件②:「医療費の明細」欄の補填される金額が支払った医療費を超えている明細がある

条件①のみ該当する場合
「医療費控除の「医療費通知に関する事項」欄の補填される金額が支払った医療費を超えています。」

条件②のみ該当する場合
「医療費控除の「医療費の明細」欄の補填される金額が支払った医療費を超えています。」

条件①、条件②に両方該当する場合
「医療費控除の「医療費通知に関する事項」欄および「医療費の明細」欄の補填される金額が支払った医療費を超えていま
す。」

2 記帳・決算専用 決算業務 所得税申告書

［セルフメディケーション］タブで「補填される金額」が「支払った金額」を超えている場合、［入力検証］タブおよび
「チェック判定」ダイアログ画面で表示されるエラーメッセージを以下のように修正しました。

「セルフメディケーション税制の「特定一般用医薬品等購入費の明細」欄の補填される金額が支払った金額を超えていま
す。」

※マイナンバー保管システムとの連携に関する機能は、当該連合会がマイナンバー保管システムを導入してから利用できるようになります。



ver1.73.0300リリースノート 修正内容
項番 システム タブメニュー 修正画面 修正機能 修正内容

1 記帳・決算専用 ログイン・メニュー 事業者選択

個人事業者データの勘定科目の資金繰を以下のように更新する対応をしました。
（修正前）
995 売上消費税調整勘定（借方資金繰）6 営業外収入（貸方資金繰）6 営業外収入
996 仕入消費税調整勘定（借方資金繰）19 営業外支出（貸方資金繰）19 営業外支出
6551 給与（借方資金繰）12 支払手形決済（貸方資金繰）12 支払手形決済
6552 賞与（借方資金繰）12 支払手形決済（貸方資金繰）12 支払手形決済
6554 退職給与引当金繰入額（借方資金繰）12 支払手形決済（貸方資金繰）12 支払手形決済
6555 法定福利費（借方資金繰）12 支払手形決済（貸方資金繰）12 支払手形決済
6556 福利厚生費（借方資金繰）12 支払手形決済（貸方資金繰）12 支払手形決済
6557 電力費（借方資金繰）17 販売管理費（貸方資金繰）17 販売管理費

（修正後）
995 売上消費税調整勘定（借方資金繰）25 その他収入（貸方資金繰）25 その他収入
996 仕入消費税調整勘定（借方資金繰）31 その他支出（貸方資金繰）31 その他支出
6551 給与（借方資金繰）16 製造経費（貸方資金繰）16 製造経費
6552 賞与（借方資金繰）16 製造経費（貸方資金繰）16 製造経費
6554 退職給与引当金繰入額（借方資金繰）16 製造経費（貸方資金繰）16 製造経費
6555 法定福利費（借方資金繰）16 製造経費（貸方資金繰）16 製造経費
6556 福利厚生費（借方資金繰）16 製造経費（貸方資金繰）16 製造経費
6557 電力費（借方資金繰）16 製造経費（貸方資金繰）16 製造経費

2 記帳・決算専用 ログイン・メニュー 事業者選択

法人事業者データの勘定科目の資金繰を以下のように更新する対応をしました。
（修正前）
175 短期貸付金（借方資金繰）51 短期借入金返済（貸方資金繰）50 短期借入金収入
251 投資有価証券（借方資金繰）41 その他支出（貸方資金繰）42 その他収入
632 手形売却損（借方資金繰）17 支払利息割引料（貸方資金繰）17 支払利息割引料
633 有価証券売却損（借方資金繰）20 営業外支出（貸方資金繰）20 営業外支出
（修正後）
175 短期貸付金（借方資金繰）37 貸付金支出（貸方資金繰）38 貸付金回収
251 投資有価証券（借方資金繰）35 投資有価証券取（貸方資金繰）36 投資有価証券売
632 手形売却損（借方資金繰）20 営業外支出（貸方資金繰）20 営業外支出
633 有価証券売却損（借方資金繰）31 有価証券売却収（貸方資金繰）31 有価証券売却収

3 記帳・決算専用 ログイン・メニュー 事業者選択
法人事業者データの資金繰科目の「31 有価証券売却収入」の簡略名称を「有価証券売却支」から「有価証券売却収」に更新
するように対応しました。



4 記帳・決算専用 商工会機能 事業者データ作成 コードマスター

個人コードマスターの勘定科目の資金繰を以下のように修正しました。
（修正前）
995 売上消費税調整勘定（借方資金繰）6 営業外収入（貸方資金繰）6 営業外収入
996 仕入消費税調整勘定（借方資金繰）19 営業外支出（貸方資金繰）19 営業外支出
6551 給与（借方資金繰）12 支払手形決済（貸方資金繰）12 支払手形決済
6552 賞与（借方資金繰）12 支払手形決済（貸方資金繰）12 支払手形決済
6554 退職給与引当金繰入額（借方資金繰）12 支払手形決済（貸方資金繰）12 支払手形決済
6555 法定福利費（借方資金繰）12 支払手形決済（貸方資金繰）12 支払手形決済
6556 福利厚生費（借方資金繰）12 支払手形決済（貸方資金繰）12 支払手形決済
6557 電力費（借方資金繰）17 販売管理費（貸方資金繰）17 販売管理費

（修正後）
995 売上消費税調整勘定（借方資金繰）25 その他収入（貸方資金繰）25 その他収入
996 仕入消費税調整勘定（借方資金繰）31 その他支出（貸方資金繰）31 その他支出
6551 給与（借方資金繰）16 製造経費（貸方資金繰）16 製造経費
6552 賞与（借方資金繰）16 製造経費（貸方資金繰）16 製造経費
6554 退職給与引当金繰入額（借方資金繰）16 製造経費（貸方資金繰）16 製造経費
6555 法定福利費（借方資金繰）16 製造経費（貸方資金繰）16 製造経費
6556 福利厚生費（借方資金繰）16 製造経費（貸方資金繰）16 製造経費
6557 電力費（借方資金繰）16 製造経費（貸方資金繰）16 製造経費

5 記帳・決算専用 商工会機能 事業者データ作成 コードマスター

法人コードマスターの勘定科目の資金繰を以下のように修正しました。
（修正前）
175 短期貸付金（借方資金繰）51 短期借入金返済（貸方資金繰）50 短期借入金収入
251 投資有価証券（借方資金繰）41 その他支出（貸方資金繰）42 その他収入
632 手形売却損（借方資金繰）17 支払利息割引料（貸方資金繰）17 支払利息割引料
633 有価証券売却損（借方資金繰）20 営業外支出（貸方資金繰）20 営業外支出
（修正後）
175 短期貸付金（借方資金繰）37 貸付金支出（貸方資金繰）38 貸付金回収
251 投資有価証券（借方資金繰）35 投資有価証券取（貸方資金繰）36 投資有価証券売
632 手形売却損（借方資金繰）20 営業外支出（貸方資金繰）20 営業外支出
633 有価証券売却損（借方資金繰）31 有価証券売却収（貸方資金繰）31 有価証券売却収



6 記帳・決算専用 商工会機能 事業者データ作成 コードマスター
法人コードマスターの資金繰科目の「31 有価証券売却収入」の簡略名称を「有価証券売却支」から「有価証券売却収」に修
正しました。

7 記帳・決算専用 決算業務 所得税基本情報
「税理士情報取込」ダイアログで［取込む］ボタンをクリックした際に、取込欄にチェックをつけた項目のみ値のチェックを
するように対応しました。

8 記帳 商工会機能 一括印刷依頼
初回依頼で「変更有」となった月度の再依頼データを一括印刷した場合、初回依頼の画面ステータスが「印刷済」となるよう
に対応しました。

9 記帳 日常業務 財務報告書
出力形式で「科目別補助」を選択し、科目別補助の行を選択している場合、ファンクションボタンに共通補助を表示しないよ
うに対応しました。

10 決算専用 ログイン・メニュー 事業者選択

決算専用環境で使用されない下記科目については、事業者選択時にバージョンアップが行われても、表示に更新しないように
修正しました。
 121 現金過不足
 177 仮払消費税等
 183 不明勘定
 329 仮受消費税等
 997 複合
 998 資金複合
 6111 完成工事未収入金
 6113 未成工事受入金
 6311 完成工事売上高

ver1.73.0301リリースノート 修正内容
項番 システム タブメニュー 修正画面 修正機能 修正内容

1 記帳・決算専用 ログイン・メニュー 事業者選択
決算更新後にデータの年度を切り替えた際に特定の順序で操作を行うと「リクエストを正常に処理できませんでした」のエ
ラーが発生することがあった点を修正しました。

2 記帳・決算専用 決算業務 データ作成・送信

H30年法人消費税申告書の対応として、次の申告書の電子申告チェックおよび電子申告データの作成を行えるように対応しま
した。
・H30年 消費税及び地方消費税申告（一般・法人）
・H30年 消費税及び地方消費税申告（簡易課税・法人）
・H30年 消費税及び地方消費税中間申告（法人）
・H30年 消費税及び地方消費税中間申告（任意）（法人）

3 決算専用 ログイン・メニュー 事業者選択
事業者データバージョ
ンアップ

「当年実績」で使用する科目を表示に、「当年実績」で使用しない科目を非表示に更新するように対応しました。

4 決算専用 ログイン・メニュー 事業者選択
事業者データバージョ
ンアップ

決算専用環境で使用しない科目に残高が登録されている場合、残高をクリアするように対応しました。
※『旧・決算専用』から移行されたデータ等の特殊なケースに関する対応です。


