
ver1.02.0009_修正内容一覧

項番 タブメニュー 修正画面 修正機能 修正内容

1 ログイン 基幹連携 基幹連携時の内部パラメータを修正

ver1.02.0010_修正内容一覧

項番 タブメニュー 修正画面 修正機能 修正内容

1 日常業務 仮受仮払消費税元帳 貸借に消費税が存在する仕訳を計上した場合の仮払、仮受消費税が不正となる不具合を修正

v1.02.0011_修正内容一覧

項番 タブメニュー 修正画面 修正機能 修正内容

1 連合会業務
請求データ連動処理

請求データ連動履歴

仕訳入力情報の連動条件を変更

v1.02.0012_修正内容一覧

項番 タブメニュー 修正画面 修正機能 修正内容

1 商工会業務 ネットde記帳・会計コンバート 事業者情報登録時に、業種名をセットするように修正

2 データ関係 マスター再計算
・内税消費税を再計算するチェックがONの場合のみ計算結果を反映するよう修正

3 データ関係 決算更新
決算更新で補助科目残高が繰り越されない問題を修正

4 データ関係 決算更新
 年次更新を行うと「初期データ関数作成エラー」が発生する問題を修正

5 データ関係 決算更新 画面からの日付型変数を使用してnew Datetime() するとエラーが発生することがあった点を修正

6 なし メニュー
最新メニューデータのリリース

　・日常業務に「売掛帳」「買掛帳」メニューを追加

7 なし メニュー
事業者データを閉じる機能を追加

※商工会メニューで、事業者コンボの右端に「×」ボタンを追加

8 なし メニュー ×ボタンでブラウザを閉じるとログイン中となる不具合の修正

9 日常業務 仕訳帳（ドリルダウン元帳）
・条件Dlgにて得意先/仕入先が区別されない不具合修正

10 日常業務 仕訳帳（ドリルダウン元帳）
・一括置換Dlgにて得意先/仕入先が区別されない不具合修正

11 日常業務 仕訳帳（ドリルダウン元帳） ・得意先・仕入先を採用した時にヘッダの補助名称が表示されない不具合を修正

12 日常業務 出納帳（現金・預金）
・条件Dlgにて得意先/仕入先が区別されない不具合修正

13 日常業務 出納帳（現金・預金） ・得意先・仕入先を採用した時にヘッダの補助名称が表示されない不具合を修正

14 日常業務 売掛帳
・新規追加

15 日常業務 買掛帳
・新規追加

16 日常業務 財務報告書 ・科目別内訳書(月次)の集計が誤っているのを修正

17 日常業務 科目別消費税

科目別消費税ダイアログの設定において

科目別補助を採用時、補助科目の科目区分を「対象外」→「科目に従う」と出力するよう修正

名称と科目区分のカラム幅を修正

18 日常業務 科目残高 科目別補助採用時、科目残高がゼロ円でも科目別補助残高が修正できるよう再修正

19 日常業務 科目残高 貸借対照表に「引当金」を出力しないよう修正

20 日常業務 仕訳帳（ドリルダウン元帳）
・入力中も伝言付箋を貼れるよう改良

21 日常業務 仕訳帳（ドリルダウン元帳） ・条件ダイアログで、日付順の時に決算月を指定できるように修正

22 日常業務 仕訳帳（ドリルダウン元帳） ・第二補助まで採用されている時に第一補助のものが出力されてしまう不具合を修正

23 日常業務 出納帳（現金・預金）
・入力中も伝言付箋を貼れるよう改良

24 日常業務 出納帳（現金・預金） ・第二補助まで採用されている時に第一補助のものが出力されてしまう不具合を修正

25 日常業務 振替伝票
・入力中も伝言付箋を貼れるよう改良



26 日常業務 入金伝票
・入力中も伝言付箋を貼れるよう改良

27 日常業務 入金伝票
・補助科目ありの伝票を印刷するとエラーになる不具合を修正

28 日常業務 出金伝票
・入力中も伝言付箋を貼れるよう改良

29 日常業務 出金伝票
・補助科目ありの伝票を印刷するとエラーになる不具合を修正

30 日常業務 科目別集計表 「単独科目計」にて、重複した科目を指定できない様にチェックを行う様修正

31 日常業務 消費税精算表 会議費が複数行表示される不具合を修正

32 日常業務 推移財務報告書 総合推移(前期・前々期)の時に、比較対象を前々期にしても、グリッドタイトルが「前期」で表示されてしまう不具合を

33 日常業務 推移財務報告書 「累計推移」を選択しているのに、グリッドタイトルが「月次推移」で表示されてしまう不具合を修正

34 日常業務 仕訳帳（ドリルダウン元帳） ・条件ダイアログで、日付順の時に中間決算月が指定できない不具合を修正

35 日常業務 仕訳帳（ドリルダウン元帳） ・振替伝票データの複合仕訳編集制御

36 日常業務 総勘定元帳・補助元帳 「決算を含めて出力」でまとめて出力されない不具合を修正

37 日常業務 財務報告書 10桁以上の『帳票名称』を入力すると、各帳票の『帳票名称』が見切れてしまう不具合を修正

38 日常業務 推移財務報告書
・10桁以上の『帳票名称』を入力すると、各帳票の『帳票名称』が見切れてしまう不具合を修正

・画面のタブバーの見出しを科目出力順序で設定した名称を表示するように修正

39 日常業務 日常業務ヘルプ

以下のヘルプを修正

・仕訳帳画面を業種コード付にしました

・『仕訳を修正する』の「仕訳が修正できない！」を削除しました

・『出納帳（現金・預金）』に「（売掛帳・買掛帳）」を追加しました

・『出納帳を印刷する』の説明を追加しました

・『振替伝票を印刷する』の説明を修正

・『入金／出金伝票を印刷する』の説明を修正

・『伝言メモを登録する』の説明を修正

・以下の図表("注意"のマーク)が欠けている不具合を修正

　【入力】

　　「仕訳帳」

　　「伝言メモを登録する」

　【確定】

　　「月次・決算確定」

・出納帳の検索条件設定のヘルプを修正しました。

40 マスター関係登録 科目出力順序 ・挿入ボタンで登録すると表示されている先頭行に追加されてしまう不具合を修正

41 マスター関係登録 事業者基本情報

科目別消費税ダイアログの設定において

科目別補助を採用時、補助科目の科目区分を「対象外」→「科目に従う」と出力するよう修正

名称と科目区分のカラム幅を修正

42 マスター関係登録 科目名称 科目別補助を採用時、補助科目の科目区分を「対象外」→「科目に従う」と出力するよう修正

43 マスター関係登録 マスター登録関係ヘルプ

・「伝票NO入力」の説明で「仕訳・出納帳と振替・入出金伝票とで別々に管理される」に変更

・メニュー画面変更に伴う画面を差替えました

・科目別補助採用時の、科目区分の説明を追加しました

・勘定科目に予算を登録するを修正

・通常配賦の例：②さらに、基準科目の発生額の比率で、部門ごとに配賦します の(a)(b)の計算式に「×」を表示するよ

44 マスター関係登録 なし 科目区分
科目別補助採用時の、科目区分の説明を追加しました

補足説明を追加しました

45 連合会業務 アクセス状況確認

・商工会のコンボボックスに「全商工会」を追加

「全商工会」が選択された場合、連合会配下の全商工会・全事業者の「ログインユーザー一覧」「実行中処理一覧」が表

示される

46 連合会業務 商工会情報登録
・取得データの文字サイズ調整追加

・画面項目に入力できない文字を読み込まないよう修正

47 連合会業務 ユーザー情報登録
・取得データの文字サイズ調整追加

・画面項目に入力できない文字を読み込まないよう修正

48 連合会業務 商工会情報登録
・取得データの文字サイズ調整追加

・画面項目に入力できない文字を読み込まないよう修正

49 連合会業務 事業者情報登録
・基幹呼び出し時に、基幹データで上書きしない（ダイアログ「いいえ」選択しても）事業者コードが上書きされる不具

合を修正

50 連合会業務
一括印刷依頼一覧

一括印刷状況確認詳細

プリンター設定

端末毎にプリンター設定を保存できるようにする



51 連合会業務 一括印刷依頼一覧+詳細

再印刷対応

印刷済の依頼番号を一括印刷依頼一覧から再度印刷が行えるようにする

印刷を実行したが一つも帳票が印刷されていない場合(受信中止など)も再印刷を可能とする

52 連合会業務

一括印刷依頼

一括印刷依頼一覧+詳細

一括印刷状況確認+詳細

月次・決算確定が無くても依頼が行えるようにする

53 連合会業務
処理状況照会

印刷予定表

処理状況照会で印刷エラーの件の対応

印刷予定表の場合、現在画面一覧に印刷済のデータが表示され、印刷ボタンを押すとデータ無しとなり整合性が取れてい

ないため、印刷予定表の場合、画面に印刷済のデータが表示されないように対応

54 連合会業務 一括印刷ヘルプ修正
ヘルプ修正対応

一括印刷の要望に関する部分の追加・修正

55 連合会業務
一括印刷依頼一覧

一括印刷状況確認詳細

プリンター設定

端末毎にプリンター設定を保存できるようにする

56 マスター関係登録 ヘルプ 現状の仕様に合わせた画面の差し替え、及び説明文の修正

57 決算業務 固定資産台帳
・一括償却資産の内訳の事業割合を入力できる様に対応

・一括償却資産の合計の事業割合を一括内訳の集計金額から逆算して算出できる様に対応

58 決算業務 固定資産台帳

・会計単位を変更した場合、

変更先の事業割合＝0%　　かつ

変更元の事業割合＝100%

のケース以外は事業割合の変更を行わない様に対応

59 決算業務 固定資産台帳
・固定資産台帳（一覧）画面で、旧償却方法は「旧定額」「旧定率」と表示する様に対応

・固定資産入力確認リストで、旧償却方法は「旧定額」「旧定率」と印字する様に対応

60 決算業務 固定資産台帳 ・固定資産台帳の印刷ダイアログ画面から、青色申告決算書添付資料を出力できる様に対応

61 決算業務 固定資産台帳 ・増加事由が『事業承継』の場合、期首帳簿価額が入力できる様に対応

62 決算業務 固定資産台帳 ・法人で部門採用する場合、固定資産台帳の資産登録の画面で、部門を選択できる様にする対応

63 決算業務 固定資産台帳 ・取得年月日と期首帳簿価額の不正なチェックが発生する不具合を修正

64 なし メニュー
「スクリプトエラーごとに通知を表示する」を設定し、新記帳にログインし、ログアウトを行うとスクリプトエラーの

メッセージが発生してしまう不具合を修正

65 マスター関係登録 科目出力順序 ・Tabキーが動作しなくなってしまう不具合を修正

66 マスター関係登録 科目出力順序 ・印刷時に、各見出しが出力されない不具合を修正

67 商工会業務 ネットde記帳・会計コンバート ・振替伝票仕訳において行番号が1であるとき、行番号を100に再セットするように変更

68 商工会業務 ネットde記帳・会計コンバート
・使用機能が「固定資産のみ」の事業者で会計データが存在する場合はログを出力するように変更

・会計コンバート処理において容量チェック処理を行うように変更

69 商工会業務 ネットde記帳・会計コンバート 再インポート時に「スキーマ情報取得できませんでした」が表示される理由を明示するため、ログメッセージを変更

ver1.02.0013_修正内容内容一覧

項番 タブメニュー 修正画面 修正機能 修正内容

1
データ関係 マスター更新

一括印刷対応において、更新済みだがデータが未作成の状況が発生したため、集計最終月にデータがなかった場合は再集

計を行うように修正

2
連合会業務 一括印刷依頼一覧

月次4表の金額が表示されない件の対応

マスター更新呼び出し時の引数等変更


