
ver1.02.0016_リリースノート

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 マスター再計算 仕訳入力開始月以前の月度は指定できないよう制御する

2 データ関係 マスター再計算 マスタ再計算にて貸借双方が消費税科目の場合で、不課税取引時に消費税額がクリアされない不具合対応

3 データ関係 マスター再計算 データチェック処理で実行した際は仕訳データの更新は行わないよう修正

4 なし メニュー
最新メニューデータのリリース

・固定資産のみの事業者メニューにて「各種マスター採用情報」と「部門名称」を使用可に変更

5 なし ログイン 基幹連携 基幹連携採用時の自動ログインユーザー作成機能（基幹側の認証情報を使用して記帳側のユーザーを自動で作成する機能）に対応。

6 なし （フレームワーク）
・ブラウザ機能[閉じるボタン、Alt+F4等]による終了の検知方法を変更

（ポインタ位置からフラグチェックへ変更）

7 マスター関係登録 勘定科目

特定科目（複合、資金複合、現金過不足、不明勘定、仮払消費税等、仮受消費税等）を非表示にできないよう修正しました。

工事採用科目で銀行コードのガードが外れてしまう点を修正しました。

実在科目で編集ボタンを2度押下した際、詳細情報欄に情報が維持されない点を修正しました。

グリッドの非表示チェックボックスを押下後編集ボタンを押下した際、ツリーとグリッドの同期が取れなくなる点を修正しました。

8 マスター関係登録 各種マスター採用情報 固定資産のみ事業者の場合も処理可能とするよう修正

9 マスター関係登録 部門名称 固定資産のみ事業者の場合も処理可能とするよう修正

10 マスター関係登録 マスター登録関係ヘルプ

・自動セット情報の表の「■基準割合を超える先頭科目」の改行位置を修正しました。

・目次「仕訳入力情報」→「仕訳入力情報を確認・修正する」に修正しました。

・ツリー位置を「仕訳入力情報」→「事業者基本情報を確認・修正する」に変更しました。

・「システム権限について」表中の「操作範囲」の説明の文章改行位置を修正しました。

・ユーザー情報の削除の番号を変更しました。

・ロックを解除するの番号を変更しました。

・[ユーザー情報]ボタンは、画面にあります。

・ワンポイントにある文言：編集ボタン→［編集］ボタンに変更しました。

・ウィンドウ内に表示されるよう修正しました。

　他にも多数同様の現象が発生していましたので、併せて修正しました。

・[実在情報]タブの表で「適用開始／終了」→「適用開始日／適用終了日」に変更しました。

・「補足：摘要開始・・・」→「補足：適用開始・・・」に変更しました。

・定型仕訳例の画像を変更しました。

・索引を追加しました。
11 マスター関係登録 工事登録 工事名称の契約・入金情報の契約Noで、他画面のフリガナと同様に入力可能になるよう修正

12 マスター関係登録 固定摘要 ・連想科目の登録・削除手順の修正

13 マスター関係登録 固定摘要

・連想科目グリッドへのキーダウンで新規行にフォーカスが当たるように修正

・キャンセルボタン押下時にグリッド選択行と明細が異なる不具合を修正

・更新・キャンセルボタンからログアウトにフォーカスがいってしまう不具合を修正

・印刷Dlgでコードの大小チェックが正常に行われない不具合を修正

14 マスター関係登録 固定摘要 ・固定摘要名称修正に伴う、固定摘要登録Dlgのパラメーター修正

15 決算業務 決算業務ヘルプ

・利用頻度の高いボタン 「アプリケーションツールバー、ファンクション」参照の改行位置を修正しました。

・「分析グラフを印刷する」の、②表中「出力形式」の「内容」のインデントを修正しました。

・「決算報告書作成の流れ」「画面構成」を追加しました。

・「補足 注記表の内容をWordファイルに出力したい場合」の記載しました。

・「参照 役職名、監査・役職名について」に「詳しくは「法人の設定内容」を参照してください。」を追記しました。

・「キャッシュ・フロー計算書を印刷する」の節の最初で、「出力できる帳票」の画像と表を追加しました。

・「分析グラフを作成する」の「画面構成」で、利用頻度の高いボタン 「アプリケーションツールバー、ファンクション」参照を表示しまし

た。



16 決算業務 固定資産台帳 ・法人で資産種別を最後に変更した場合、必要経費算入額が計算されない不具合を修正

17 商工会業務 データ・リストア
・バックアップファイルとシステムのバージョンチェックを追加

バックアップファイルがシステムよりも新しい場合はリストア付加とする

18 商工会業務 事業者情報登録 基幹呼出ボタン押下時、基幹システムと画面の事業者区分が異なる場合はエラーとする。

19 商工会業務 ネットde記帳・会計コンバート ・単一⇒複合になる場合、金額は貸借それぞれに設定されている値をセットするよう修正

20 商工会業務 ネットde記帳・個別会計コンバート 容量チェックが行われない不具合対応

21 商工会業務 一括印刷依頼

新潟請求DB連携要望対応(追加)

・取止め年月が登録されている場合の制御追加

　事業者名頭に"取止め年月(2013/4)" と表示される

・取止め年月より先の年月の依頼チェックボックスを表示しない。決算・分析は除く

22 商工会業務 一括印刷依頼一覧

起動時にActiveXをインストール済であっても、ActiveX小画面が表示される為、

表示されないように対応

※OSによっては表示される可能性があり

23 日常業務 工事元帳 完成年月日を会計期間中に設定した工事の一部が表示されない不具合を修正。

24 日常業務 残高一覧表

・条件Dlg・印刷Dlgに「科目を指定する」チェックボックス追加

・条件Dlg・印刷Dlgの科目リスト(グリッド)のフォーカス制御を修正

・条件DlgでOKボタン押下時の科目リスト(グリッド)を次回開いた時に引き継ぐように修正

・パターン登録(更新)時に正常に登録されない不具合を修正

25 日常業務 残高一覧表 ・条件Dlgと印刷Dlgで科目の入力チェックがされない不具合を修正

26 日常業務 総勘定元帳・補助元帳

画面表示・印刷速度を改善。

主な対応内容は下記の通り。

・画面関連：初期表示時の単月指定対応

・印刷関連：CoReportsのフォーム形式化

・集計関連：DBファンクションの遅延箇所改善

27 日常業務 総勘定元帳・補助元帳
元帳の一括印刷で改ページの方法が異なる件にて、印刷指示画面で「両面印刷」を指定した場合、科目が変わった時に偶数ページ（裏面）だっ

たら、白紙ページとし、次の科目が奇数ページ（表面）から始まる様に修正。

28 日常業務 工事台帳 出力条件設定と出力されたデータが不一致となる不具合を修正。

29 日常業務 工事元帳

画面表示・印刷速度を改善。

主な対応内容は下記の通り。

・画面関連：初期表示時の単月指定対応

・集計関連：DBファンクションの遅延箇所改善

30 日常業務 工事元帳 完成年月日を会計期間中に設定した工事の一部が表示されない不具合を修正

31 日常業務 工事元帳 出力条件設定と出力されたデータが不一致となる不具合を修正。

32 日常業務 仮受・仮払消費税元帳

画面表示・印刷速度を改善。

主な対応内容は下記の通り。

・画面関連：初期表示時の単月指定対応

・集計関連：DBファンクションの遅延箇所改善

33 日常業務 残高一覧表 ・条件Dlgの出力パターン登録で、同値の科目範囲の場合にエラーとなってしまう不具合を修正

34 日常業務 総勘定元帳・補助元帳 元帳速度改善の「CoReportsのフォーム形式化」により、専用用紙の印字位置に若干のズレが発生してしまったため調整。

35 日常業務 振替伝票 ・科目別の工事採用判断をMasterInfoの採用区分も見るよう変更

36 日常業務 入金伝票 ・科目別の工事採用判断をMasterInfoの採用区分も見るよう変更

37 日常業務 出金伝票 ・科目別の工事採用判断をMasterInfoの採用区分も見るよう変更

38 日常業務 工事台帳 削除済の工事マスタがある場合、同じ外部コードで作成した工事のデータが出力されない不具合を修正



39 日常業務 工事元帳 削除済の工事マスタがある場合、同じ外部コードで作成した工事のデータが出力されない不具合を修正

40 日常業務 仕訳入力 決算更新
決算期間変更を行った場合、二件目以降の仕訳入力時に「無効なトランザクション状態です。」と表示とされ、入力が行えない月があった点を

修正しました。

41 連合会業務 リカバリ印刷可能一覧

ワイズポイント環境でリカバリ印刷可能一覧にてajaxエラーが出る件

通常印刷時のCoReport起動パス設定が違っていたため、通常印刷と合わせる修正

APサーバー絶対パス ⇒ 相対パス

42 印刷ダイアログ 概要・基本操作ヘルプ ヘルプ
「消費税コードについて」

「内税入力と外税入力について」の説明文内の「もちいて」を「用いて」に修正しました。

43 マスター関係登録 マスター関係登録ヘルプ ヘルプ
「科目に第一補助、第二補助を追加する」

■ 科目ごとに≪科目名称≫から登録するの番号の付番を修正しました。

44 マスター関係登録 マスター関係登録ヘルプ ヘルプ

「科目に第一補助、第二補助を追加する」

■ 科目ごとに≪科目名称≫から登録する（1と5）

画面を差替しました。（科目別消費→科目別消費税）

45 マスター関係登録 マスター関係登録ヘルプ ヘルプ

「科目の補助の設定ついて」

■ 第一補助、第二補助の設定

以下の説明文の誤字を修正しました。

誤：第二補助「取引先（仕入先）」と設定するとこで

正：第二補助「取引先（仕入先）」と設定することで

46 マスター関係登録 マスター関係登録ヘルプ ヘルプ
・マニュアルの部門配賦の概要　 通常配賦の例の計算式の修正をヘルプにも反映しました。

・各種マスター採用情報と部門名称に固定資産のみのメニューの説明を追加しました。

47 マスター関係登録 工事 ヘルプ ・フリガナの説明の「半角カナ」の「カナ」を削除しました。

48 印刷ダイアログ 概要・基本操作ヘルプ ヘルプ
「会計単位・月度」

「事業規模」のタブが表示された画面に差替ました。

49 印刷ダイアログ 概要・基本操作ヘルプ ヘルプ
「付箋機能」

「付箋をはがす」の補足の説明文を修正しました。

50 決算業務 決算業務ヘルプ ヘルプ ・「帳票の種類→ 「■帳票種別」参照」を削除しました。

51 決算業務 決算業務ヘルプ ヘルプ IE10対応のため、ツールの設定内容とhtmlのソースを変更しました。

52 決算業務 決算業務ヘルプ ヘルプ ・「キャッシュ・フロー計算書を印刷する」の節の最初で、「出力できる帳票」の表の間違いを修正しました。

53 決算業務 消費税申告書 ヘルプ ・目次に「消費税申告書を印刷する」を追加しました。

54 決算業務 固定資産台帳 ヘルプ ・「固定資産台帳に登録する」の表中「当期減価償却」の説明の不要な記述を作成しました。

55 決算業務 固定資産台帳 ヘルプ ・「画面構成」の表の幅を修正し文字が正しく表示されるようにしました。

56 決算業務 固定資産台帳 ヘルプ ・「固定資産台帳に登録する」の「資産情報タブ1」表中の「資産種別」「償却区分」「事業専用割合」の改行位置を修正しました。

57 決算業務 固定資産台帳 ヘルプ ・「画面構成」の表の幅を修正し文字が正しく表示されるようにしました。

58 決算業務 固定資産台帳 ヘルプ ・「固定資産台帳に登録する」の「資産情報タブ1」表中の「資産種別」「償却区分」「事業専用割合」の改行位置を修正しました。

59 決算業務 固定資産台帳 ヘルプ ・「固定資産台帳に登録する」の表中「当期減価償却」の説明の不要な記述を作成しました。

60 決算業務 消費税申告書 ヘルプ
・目次の「過去情報設定～申告書（26号様式）」を削除しました。

ただし、「消費税申告書を印刷する」は残します。

61 決算業務 消費税申告書 ヘルプ
・外税売上の税額計算区分の説明に期間方式・積上方式の違いを追加しました。

・仕入の税額計算区分の説明に期間方式・積上方式１・積上方式２の違いを追加しました。

62 決算業務 消費税申告書 ヘルプ ● ［申告書・付表］ナビボタン（原則課税）の"付表２"の表記で数字を全角から半角に修正しました。

63 決算業務 消費税申告書 ヘルプ
・外税売上の税額計算区分の説明に期間方式・積上方式の違いを追加しました。

・仕入の税額計算区分の説明に期間方式・積上方式の違いを追加しました。

64 決算業務 消費税申告書 ヘルプ ● ［申告書・付表］ナビボタン（原則課税）の"付表２"の表記で数字を全角から半角に修正しました。

65 商工会業務 商工会ヘルプ ヘルプ ・出力帳票に「売掛帳」「買掛帳」を追加しました。



66 商工会業務 商工会ヘルプ ヘルプ
・インポートの項目の説明の「連合会コード」「商工会コード」の桁数を修正しました。

・目次「事業者情報を登録する」と内容が被るため、目次「事業者情報を修正・削除する」を削除しました。

67 日常業務 日常業務ヘルプ ヘルプ

・マスター再計算　表の不要な記述を削除しました。

・入力＞伝言メモを登録する　「注意　伝言メモが登録できない！」

　「仕訳帳では、・・・貼れませんん。」→「仕訳帳では、・・・貼れません。」と修正しました。

・入力＞仕訳帳＞仕訳帳　仕訳帳を入力する

　科目残高　マニュアルにある試算表の画像を追加しました。

・入力＞仕訳帳＞仕訳帳　仕訳帳を入力する

　科目残高　２の画像に赤枠を追加しました。

・入力＞仕訳帳＞仕訳帳　仕訳日記帳を印刷する　［基本設定］タブ

　「伝票NO」は指定できないので削除しました

・検証＞日別残＞元帳入力(日別残)　元帳の表示・修正方法　1.会計単位を特定の会計単位にします

　「※「全体」を選択すると、手順3において修正ができません。」を追加しました。
68 連合会業務 連合会ヘルプ ヘルプ ・目次「商工会別メニューパターをン設定する」→「商工会別メニューパターンを設定する」に修正しました。

69 連合会業務 連合会ヘルプ ヘルプ

・出力帳票の消費税清算表と決算報告書の「○」を削除しました。

・出力帳票に「売掛帳」「買掛帳」を追加しました。

・出力帳票の「科目残高一覧」「補助残高一覧」「摘要残高一覧」を「残高一覧表」にまとめました。

70 連合会業務 連合会業務ヘルプ ヘルプ

①タイトルの修正

（誤） 「履歴の管理」→（正）電子申告の履歴管理

②①の修正による説明文の修正

 『連合会業務』＞『状況確認』＞『電子申告履歴管理』をクリックします。≪電子申告履歴管理≫が表示されます。

71 連合会業務 連合会ヘルプ ヘルプ
・インポートの項目の説明の「連合会コード」「商工会コード」の桁数を修正しました。

・連合会ユーザー情報のインポートCSVの「連合会コード2桁」の内容に例を追加しました。

72 決算業務 決算専用業務ヘルプ ヘルプ IE10対応のため、ツールの設定内容とhtmlのソースを変更しました。

73 連合会業務 請求データ連動 一括印刷情報の連動時、決算月の連携に不備があったのを修正。


