
ver1.02.0014_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 連合会業務 連合会ヘルプ ヘルプの内容等を追加・修正

2 マスター関係登録 マスター登録関係ヘルプ ヘルプの内容等を追加・修正

3 マスター関係登録 工事残高 工事残高画面のタブ移動時において、一括削除ボタンで金額が正常に削除されるように修正

4 マスター関係登録 科目別補助名称
工事採用在りの場合に編集ボタンを2度押下した際、第１補助第２補助のガードが外れてしまう現象を修正

科目別消費税・科目別業種を呼び出した際のフォームの大きさを変更

5 マスター関係登録 科目残高 科目残高登録後に科目別補助を採用した場合、諸口レコードが作成されない不具合を修正

6 マスター関係登録 事業者基本情報

『代表者フリガナ／取締役フリガナ／監査役フリガナ』入力について

・各氏名を入力した際、フリガナが自動設定されるように修正

・フリガナには全角文字を入力不可とする処理を追加

7 マスター関係登録 事業者基本情報
ログイン中または事業者リスト選択中の事業者の「使用機能」を更新しようとした場合に

メッセージを表示し更新不可にする様に修正

8 マスター関係 工事配賦情報 科目コード入力において、科目名称で非表示で登録されている科目を選択できないように修正

9 日常業務 財務報告書 ドリルダウン元帳から戻った時に、ドリルダウン前のタブ・行を選択するように修正

10 日常業務 推移財務報告書 推移財務報告書で表示される科目別補助の累計額が正しくない不具合を修正

11 日常業務 日常業務ヘルプ
ヘルプの内容等を追加・修正

仕訳の入力例を修正

12 日常業務 仕訳帳（ドリルダウン元帳）
・伝言メモドリルダウン対応

・元帳ドリルダウン時の借受、仮払消費税の残高不具合対応

13 日常業務 仕訳帳（ドリルダウン元帳） ・ヘッダ検索Noで絞り込めるように修正

14 日常業務 仕訳帳（ドリルダウン元帳） ・仕入れの消費税区分の時に業種コードが表示されてしまう不具合を修正

15 日常業務 振替伝票 ・定型登録にてAlt+Tabでの画面切り替えを行った際のフォーカス不具合修正

16 日常業務 入金伝票 ・伝言メモドリルダウン対応

17 日常業務 入金伝票 ・Alt+Tabでの画面切り替えを行った際、非活性項目（当該科目）にフォーカスが移動してしまう不具合対応

18 日常業務 出金伝票 ・伝言メモドリルダウン対応

19 日常業務 出金伝票 ・Alt+Tabでの画面切り替えを行った際、非活性項目（当該科目）にフォーカスが移動してしまう不具合対応

20 日常業務 日別残 汎用補助の出力に対応

21 日常業務 科目別集計表 汎用補助の出力に対応

22 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

23 日常業務 推移財務報告書 ・推移(フォーム)→推移にした時に、販管費内訳書・製造原価報告書タブが表示されない不具合を修正

24 日常業務 工事管理表 収支一覧表印刷時に、回収金額(A)が出力されない不具合を修正

25 日常業務 工事管理表 印刷ダイアログの範囲欄で存在しないコードを入力後、×ボタンで閉じた場合の同様の不具合修正

26 日常業務 工事別集計表
・条件設定画面の出力範囲で存在しないコードを入力後、キャンセルボタンを押下した場合、入力ができなくなる不具

合を修正

27 日常業務 財務報告書 科目の科目残高が0の時に、紐づく補助を出力しないように修正

28 日常業務 仕訳帳（ドリルダウン元帳） ・画面終了時に変更検知を行いメッセージを表示するよう修正

29 日常業務 出納帳（現金・預金） ・ヘッダ検索Noで絞り込めるように修正

30 日常業務 出納帳（現金・預金） ・画面終了時に変更検知を行いメッセージを表示するよう修正

31 日常業務 売掛帳 ・画面終了時に変更検知を行いメッセージを表示するよう修正

32 日常業務 買掛帳 ・画面終了時に変更検知を行いメッセージを表示するよう修正

33 日常業務 振替伝票 ・画面終了時に変更検知を行いメッセージを表示するよう修正

34 日常業務 振替伝票 ・画面起動時にAPToolBarボタンの使用を不可とするよう修正

35 日常業務 入金伝票 ・画面終了時に変更検知を行いメッセージを表示するよう修正

36 日常業務 入金伝票 ・伝言メモからドリルダウンし、該当の伝言付箋を貼り替えた場合、伝言メモ情報に登録した伝票データが付かない不

37 日常業務 入金伝票 ・画面起動時にAPToolBarボタンの使用を不可とするよう修正

38 日常業務 出金伝票 ・画面終了時に変更検知を行いメッセージを表示するよう修正

39 日常業務 出金伝票 ・伝言メモからドリルダウンし、該当の伝言付箋を貼り替えた場合、伝言メモ情報に登録した伝票データが付かない不

40 日常業務 出金伝票 ・画面起動時にAPToolBarボタンの使用を不可とするよう修正

41 日常業務 工事台帳
工事台帳の表示に時間がかかる件を修正

改善前：約25秒　→　改善後：約4～5秒　（※検証環境での時間）

42 日常業務 工事元帳
工事元帳の表示に時間がかかる件を修正

改善前：約2分40秒　→　改善後：約5～6秒　（※検証環境での時間）

43 日常業務 工事元帳 入金額欄の前期繰越が不正に表示される不具合を修正

44 日常業務 残高一覧表 ・表示件数が0件の時、ダイアログを表示するように修正

45 日常業務 残高一覧表 ・印刷と画面で表示結果が異なってしまう不具合を修正



46 日常業務 残高一覧表

・印刷Dlgがフリー属性の時に入力できなくなってしまう不具合を修正

・条件Dlgと印刷Dlgが連動していない不具合を修正

・条件Dlgと印刷Dlgで科目・補助の範囲チェックがされていな不具合を修正

47 日常業務 財務報告書 科目出力順序で合計科目が選択されていた場合に、集計から合計科目を外すように修正

48 日常業務 財務報告書 科目別内訳書の定期預金の補助科目が正しく表示されない不具合を修正

49 日常業務 財務報告書
・出力形式がフォームの時、科目別補助のラジオボタンを無効にするように修正

・科目別補助選択時に「諸口」が表示されない場合がある不具合を修正

50 日常業務 残高一覧表 ・財務報告書・推移財務報告書からドリルダウンしてきたときに、表示0件の警告が出力されてしまう不具合を修正

51 なし メニュー
・メイン画面の伝言メモをクリックして伝言メモ画面を開き仕訳情報の存在する各会計画面に遷移した際に印刷が出来

ない件の修正

52 なし メニュー 連合会メニューにログインした場合、「コードマスターが登録してありません」と表示されていたのを修正

53 なし メニュー 使用不可となっているメニューの文字を修正

54 なし メニュー

最新メニューデータのリリース

※個別系メニュー（連合会業務）の名称・場所を変更

・請求データベース設定→「個別機能設定」へ移動し、名称の「請求」を削除

・請求データ連動処理→「データ連動」へ移動し、名称の「請求」を削除

・決算専用の「請求管理＞請求業務」メニューを削除
55 データ関係 決算更新 当期の来期資金繰り予算を次期の当期資金繰り予算に移送するように修正

56 データ関係 決算更新 残高再移送の際、翌期データのマスター状況により「初期データ関数作成エラー」が発生する場合があった点を修正

57 全国連業務 全国連ヘルプ ヘルプの内容等を追加・修正

58 商工会業務 伝言メモ ・伝言メモドリルダウン対応

59 商工会業務 事業者情報登録ヘルプ ヘルプの内容等を追加・修正

60 商工会業務 データ・リストア ・アップロードファイル名に半角スペースを含むとパスワードを聞かれる問題を修正

61 商工会業務 商工会　決算専用ヘルプ ヘルプの内容等を追加・修正

62 商工会業務 伝言メモ

・伝言メモからのドリルダウン先で伝言メモをつけ直すと、削除できない伝言メモが自分宛に送られてしまう不具合を

修正

63 商工会業務 事業者別メニューパターン設定
・ログイン中または事業者リスト選択中の事業者に対しメニューパターンの設定もしくは解除を行おうとした場合、

メッセージを表示し設定不可にする対応

64 商工会業務 ネットde記帳・会計コンバート 商工会合併対応

65 商工会業務 ネットde記帳・会計コンバート 管理者ユーザーの有無において、記帳代行の事業者はチェック対象外とする

66 商工会業務 ネットde記帳・会計コンバート 同一事業者がコンバート中の場合、後発のコンバート処理にてコンバート対象のチェックボックスを使用不可設定とす

67 商工会業務 ネットde記帳・個別会計コンバート 商工会合併対応

68 商工会業務 ネットde記帳・個別会計コンバート
管理者ユーザーの有無において、記帳代行の事業者はチェック対象外とする

個別コンバートでは処理対象事業者のユーザーのみチェック行うように修正

69 商工会業務 ネットde記帳・個別会計コンバート 同一事業者がコンバート中の場合、後発のコンバート処理にてコンバート対象のチェックボックスを使用不可設定とす

70 商工会業務 データ・リストア
ファイルアップロード時に商工会とバックアップで「日常業務」と「決算専用」が異なる場合のメッセージを修正

「このリストア先には、[日常業務 or 決算専用]のデータはリストアできません」

71 商工会業務 商工会業務ヘルプ ヘルプの内容等を追加・修正

72 商工会業務 ネットde記帳・会計コンバート コンバート時にインポートデータ上の売上／仕入消費税区分がマスタの設定値に置き換わってしまう不具合対応

73 商工会業務
商工会一括印刷帳票設定マスター

「連合会一括印刷を行う」と「商工会で一括印刷する」のチェックについて

画面文言

『※連合会一括印刷の使用対象事業者の内、本チェックがされた場合には、商工会で一括印刷ができます』を

『※本チェックがされた場合には、事業者情報登録での連合会一括印刷の使用可否に関係なく商工会で

 一括印刷ができますなお、本チェックがされると連合会に対する印刷依頼はかかりません

 ご注意ください』　に修正

74 商工会業務 一括印刷依頼

「連合会一括印刷を行う」と「商工会で一括印刷する」のチェックについて

商工会一括印刷帳票設定マスターの"商工会で一括印刷をする"にチェックをした場合は、

事業者情報登録にて"連合会で一括印刷を行う"にチェックが無くても、

一括印刷依頼の一覧に表示されるように修正
75 商工会業務 事業者状況確認 事業者状況確認のＰＤＦファイル出力で2行に表示される件の修正

76 商工会業務 ネットde記帳・会計コンバート 複数事業者を一括でインポートしようとした際、途中で応答がなくなる不具合対応

77 商工会業務 ネットde記帳・個別会計コンバート 複数端末で同一ファイル名のインポートを行った場合、先発のインポートでエラーが発生する不具合修正

78 決算業務決算業務 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

（現象が解消されていなかった為、再修正）

79 決算業務 消費税基本情報 税理士情報取込画面のスクロールバーがマウスでスクロールしない問題を修正

80 決算業務 利用者情報登録・変更 電子証明書の更新において、税務署未選択の時のエラーメッセージに誤字があった点を修正

81 決算業務 利用者情報登録・変更 納税用確認番号の更新において、カナ氏名未入力の時のエラーメッセージに誤字があった点を修正

82 決算業務 消費税精算表 表示件数0件の場合、メッセージを表示する



83 決算業務 決算業務ヘルプ ヘルプの内容等を追加・修正

84 決算業務 電子申告ヘルプ ヘルプの内容等を追加・修正

85 決算業務 決算専用業務ヘルプ ヘルプの内容等を追加・修正

86 決算業務 固定資産台帳 コンバート処理 ・償却不可の資産をコンバートした際、不要な警告ログが出力される不具合を修正

87 決算業務 個人決算書 個人決算書（印刷）に別紙についてと、印刷条件の引継ぎについての記述を追加

88 決算業務 固定資産管理 決算期間表示メニューに画面を差し替えた

89 決算業務 所得税申告書 決算期間表示メニューに画面を差し替えた

90 決算業務 消費税申告書 決算期間表示メニューに画面を差し替えた

91 決算業務 個人決算書 個人決算書（印刷）に別紙についてと、印刷条件の引継ぎについての記述を追加

92 決算業務 分析グラフ
・比較損益計算書と財務報告書の期末棚卸高が一致しないという不具合を修正

・「実績集計マスタ」の「金額区分」を「月次実績金額」のみ、金額の集計対象するように修正

93 決算業務 固定資産台帳 コンバート処理 ・コンバート時に法人の一括償却資産合計の普通償却費が不正になる不具合を修正

94 商工会業務 ネットde記帳・会計コンバート ・消費税コード「33：有価証券売上」を「34」に変換してインポートするよう修正

95 日常業務 推移財務報告書 ・フォーム印刷の時のタイトルを固定文字列に修正

96 日常業務 仕訳帳（ドリルダウン元帳） ・伝言メモドリルダウンにて0月の仕訳にドリルダウンできない不具合対応

97 日常業務 仕訳帳（ドリルダウン元帳） ・残高金額が0円の場合、画面に”0”が出力されないように修正

98 日常業務 出納帳（現金・預金） ・残高金額が0円の場合、画面に”0”が出力されないように修正

99 日常業務 仕訳帳（ドリルダウン元帳） ・印刷時に伝票Noで絞り込めない不具合を修正


