
v1.02.0018_修正内容

項番 タブメニュー 修正画面 修正機能 修正内容

1 マスター関係登録 経過月発生高 「経過月発生高」のメニュー公開

v1.02.0019_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 決算業務 消費税基本情報
H25年機能改善対応

・免税事業者で消費税申告書を起動させない

2 決算業務 所得税申告書 ・事業者データバージョンアップ（税務）の機能を追加。

3 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

（取得日をカレンダーから選択した場合に現象が解消されていなかった為、再修正）

4 決算業務 固定資産一覧表
固定資産一覧の印刷で重大なエラーが発生する不具合を修正。

（取得価額0円の資産に減少日を入力すると、印刷時に重大エラーが発生する）

5 決算業務 固定資産台帳 コンバート処理 普通償却費が0円に手入力された固定資産のコンバートデータがインポートができない不具合を修正

6
決算業務

決算専用業務
データ作成・送信 タブに応じたヘルプ表示に対応

7 商工会業務 一括印刷依頼 請求DB連携取止め年月不具合対応

8 商工会業務 一括印刷依頼
請求DB連携 取止め年月のチェックボックス表示判定を変更

取止め年月までではなく、取止め年月を含むそれ以降の年月のチェックボックス非表示とする

9 データ関係 決算更新 残容量が少なく、会社データを作成できない場合は、ホーム画面に戻るよう変更しました。

10 データ関係 マスター再計算 非採用科目の残高クリア処理

11 データ関係 マスター再計算 非表示科目の仕訳が存在する場合エラーログを出力する（ログメッセージを詳細に表示）

12 データ関係 マスター再計算
固定摘要コードのクリア処理が行われない不具合対応（ログメッセージは出力される）

13 日常業務 消費税精算表 月度を変更した際も、表示件数0件の場合、メッセージを表示する

14 日常業務 推移財務報告書 ・データ取得時の初期値が正しくない不具合を修正(売上原価や売上総利益の数値がおかしい)

15 日常業務 推移財務報告書 ・実績累計額が0円で出力最終月が0円の科目が、それ以前に発生があっても表示されない不具合を修正

16 マスター関係登録 仕訳入力情報 「システム設定に従う」にチェックがあればクリアするように修正しました。

17 マスター関係登録 事業者情報登録
・【商工会業務＞事業者情報登録】で修正した内容を、

【マスター関係登録＞事業者基本情報】に反映するように修正。

18 マスター関係登録 印刷情報登録 帳票名称を「標準名称（日計表）」に変更

19 マスター関係登録 勘定科目
印刷条件設定の帳票のコンボボックスのデフォルトが空白で表示されていたのを、「実在科目登録リスト」を選択した状態に

しました。

20 マスター関係登録 科目出力順序
ver1.02.0014にて科目出力順序で合計科目が選択されていた場合に、財務報告書側で集計から合計科目を外すように修正が

入っていますが、出力順序登録においても試算表（フォーム）の科目別内訳書の登録で、合計科目の設定を不可としました。

21 マスター関係登録 科目出力順序 試算表（フォーム）の貸借対照表と損益計算書に強制空白ボタンを追加しました。

22 マスター関係登録 事業者基本情報 経営指標情報の欠損値判断を修正

23 マスター関係登録 工事名称 工事名称の更新時、契約情報が正常に更新されず、内容がクリアされる不具合を修正

24 マスター関係登録 事業者基本情報 会計処理区分を変更した際のメッセージ廃止

25 マスター関係登録 事業者基本情報 残高登録済のその他会計単位を削除した際の確認メッセージ誤字修正

26 マスター関係登録 事業者基本情報 仕訳登録済のその他事業会計単位のBS管理区分を変更した際、警告メッセージを表示するよう修正

27 マスター関係登録 事業者基本情報 更新ボタン押下後の更新ボタン非活性化対応

28 マスター関係登録
各種マスター採用情報

科目別採用ダイアログ
「現金過不足」「不明勘定」の共通補助設定を無効にする（一覧グリッドに表示させない）

29 マスター関係登録 固定摘要名称 ・固定摘要名称の連想科目コードをクリックすると削除できない不具合を修正

30 マスター関係登録 固定摘要名称 ・編集時に『RangeError：指定したインデックス'-1'が範囲外です。』が出力されてしまう不具合を修正

31 マスター関係登録 過年度実績 「過年度実績」のメニュー公開

32
連合会業務

商工会業務
ユーザー情報登録 ・基幹連携時の税理士ユーザー登録処理を変更

33 商工会業務 利用者情報登録・変更 入力必須項目に＊マークを付与。

34 商工会業務 代理送信 タブに応じたヘルプの表示に対応



35 商工会業務 事業者データ作成 リストファイル修正

36 商工会業務 ネットde記帳・会計コンバート ・単一⇒複合になる場合の消費税コード妥当性チェックの修正

37 商工会業務 ネットde記帳・会計コンバート ・単一⇒複合になる場合の税抜／税込区分の判断フィールドを修正

38 商工会業務 一括印刷依頼

一括印刷済なのに依頼一覧が「印刷済」になってない

一括印刷依頼一覧「一部削除」の表示不正　の件の対応

初回依頼後に仕訳等変更し、印刷前に再依頼をした場合、初回依頼を自動削除していた為の現象

自動削除を行わず、初回依頼も一括印刷依頼一覧にそのまま表示させるように対応

※注意　初回依頼を印刷したとしても、仕訳等の変更が反映された状態で印刷されます。

39 商工会業務 一括印刷帳票出力
一括印刷帳票出力「事業者プルダウン」に依頼歴なしの削除済事業者が表示されるの件の対応

削除済事業者をプルダウンに表示させないように対応

40 商工会業務 データ・リストア ・システム提供情報テーブル(mjscommon.cmn_kaisha_cmninfo)に事業名を登録する際、先頭から半角１４桁に制限

41 商工会業務 データ・リストア ・システム提供情報テーブル(mjscommon.cmn_kaisha_cmninfo)に事業名を登録する際、先頭から半角１４桁に制限

42 商工会業務
ユーザー情報登録

事業者情報登録
・商工会コードが4桁未満の場合に「０埋め」を行い、インポートが行われるよう修正。

43 商工会業務 ネットde記帳・会計コンバート 大量仕訳データ（今回は18000件）のコンバートを行った際、処理が最後まで完了せず処理中のままになってしまう不具合対

44 日常業務 工事管理表 工事のコード属性が数字である場合、条件設定後データが取得されない不具合を修正

45 日常業務 工事管理表

諸口(998)に発生したデータが出力できない不具合に対して、下記仕様に従い、修正。

諸口については初期表示はしないが、条件ダイアログでの選択は可能とし、指定した際は表示する。

（工事完成振替で使用するための工事となっているため基本的には表示しない）

※条件ダイアログの初期表示も諸口を含めない
46 日常業務 工事別集計表 工事のコード属性が数字である場合、データが取得されない不具合を修正

47 日常業務 総勘定元帳・補助元帳
総勘定元帳の「相手補助を出力」で表示される消費税情報にて、売上・仕入が貸借に存在した場合の区分表示に対応してな

かった為、「仕売」もしくは「売仕」と表示する様に修正。

48 日常業務 財務報告書 ・科目出力順序画面で設定したフリー項目名の内容が出力されない不具合を修正

49 日常業務 月次・決算確定 メッセージダイアログのタイトルを「月次確定・決算確定」に統一しました。

50 日常業務 仕訳帳（ドリルダウン元帳） ・仕訳帳（日付順）のソート修正。入力形式をソート順に適応。

51 日常業務 日計表 科目順序のデフォルトを登録後にその順序を削除すると起動後何も表示されない不具合を修正

52 日常業務 仕訳帳（ドリルダウン元帳） ・仕訳日記帳（日付順）のソート修正。

53 日常業務 資金繰実績表 ・出力条件の範囲に存在しないコードを入力し、キャンセルすると、全ての項目が入力できない不具合を修正

54 日常業務 資金繰実績表 ・印刷条件の銀行範囲に数字以外入力できない不具合を修正

55 日常業務 資金繰実績・予定表 ・出力条件設定で、出力パターンを上書きすると接続例外エラーになる不具合を修正

56 日常業務 工事管理表

・条件指定を下記条件にするように修正。

1）未成分…完成年月日　＞　　集計期間の至年月日

2）完成分…完成年月日　＜＝　集計期間の至年月日

3）指定期間完成分…完成年月日　＞＝　集計期間の自年月日　且つ　完成年月日　＜＝　集計期間の至年月日

・文言について下記に統一。

未成→未成分

完成→完成分

57 日常業務 工事別集計表

・条件指定を下記条件にするように修正。

1）未成分…完成年月日　＞　　集計期間の至年月日

2）完成分…完成年月日　＜＝　集計期間の至年月日

3）指定期間完成分…完成年月日　＞＝　集計期間の自年月日　且つ　完成年月日　＜＝　集計期間の至年月日

・文言について下記に統一。

未成→未成分

完成→完成分
58 日常業務 財務報告書 ・複合科目の科目出力順序の強制出力区分を「あり」にしても、複合科目が表示されない不具合を修正

59 日常業務 日別残
日別残から呼ばれる元帳入力（ドリルダウン元帳）において、決算開始月の場合、期首残高しか考慮しておらず、該当日以前

の仕訳明細の金額を集計していなかった不具合を修正。

60 日常業務

総勘定元帳・補助元帳

工事元帳

仮受消費税元帳

出力条件設定ダイアログの「締後を含めて出力」区分を非表示に変更

（システム上、決算の締日と月次の締日が異なる場合がない（設定できない）為、この区分は使用できない機能でした。)



61 連合会業務 通信情報設定
・決算専用対応

  フォーカス遷移の不具合を修正

62 連合会業務 請求データ連動処理
・「経営分析資料」「経営分析標準計数情報」「所得税基本情報」データ連動の追加

・ポーリング対応

63 連合会業務 請求データ連動履歴 ・「経営分析資料」「経営分析標準計数情報」「所得税基本情報」データ連動の追加

64 連合会業務 処理状況照会
納品明細書の事業所名称の非表示が選択できない件の対応

印刷ダイアログにて、事業者名称の表示非表示を選択可能とし、納品明細書にてその情報を反映させるように対応

65 その他 印刷ダイアログ 元帳等の印刷時に事業者コード、事業者名のチェックON/OFFの状態をブラウザのキャッシュに保存する対応

66 その他 パッケージ情報登録
オンラインアップデート ユーザーリリース対応

・「プロキシ設定」項目追加

67 その他 オンラインアップデート設定

ユーザーリリース対応

・メニューを有効に設定

・リリース済みの暫定版へ設定項目追加等

68 その他 （フレームワーク）
IE10対応

・メッセージウィンドウ表示時にウィンドウの周りがグレーになり、親ウィンドウが見えなくなる問題を解決

69 その他 各種入力欄
入力された文字が選択された状態でpageDownキーを押すと、キャレットが右端に移動し、選択が解除される動作を行わない

ように修正しました。

70 その他 オンラインアップデート設定

オンラインアップデート エージェント未導入環境対応

・メニューをクリックしてもページ遷移しないよう対応

・ボタンのチップメッセージに設定できない旨追記

71 その他 コードマスターの修正

【個人コードマスターの修正】

科目「6287 経費8」、「6289 経費9」の消費税区分を0→2に変更、売上消費税コード、売上消費税率、仕入消費税コード、

仕入消費税率を空→0に変更しました。

【法人コードマスターの修正】

科目「228 有形固定資産5」の消費税区分を0→2に変更、売上消費税コード、仕入消費税コードを0→40に変更しました。

72 その他 コードマスターの修正

【個人コードマスターの修正】

科目「132 受取手形割引高」のフリガナを「ﾜﾘﾋﾞｷﾃｶﾞﾀ」→「ｳｹﾄﾘﾃｶﾞﾀﾜﾘﾋﾞｷﾀﾞｶ」、簡略名称を「割引手形」→「受取手形割

引高」に変更しました。

73 その他 コードマスターの修正

【個人コードマスターの修正】

科目「592 原材料仕入高」、「9642 小計」の事業別フラグを「共通、一般」→「製造」に変更

科目「9701 販売金額」、「9702 家事・事業消費税額」、「9703 雑収入の事業別フラグ」を「共通、一般」→「農業」に変

74 決算業務 決算業務ヘルプ ヘルプ 決算報告書の未対応部分に「③～⑤については現在未実装です。」と追記しました。

75 決算業務 電子申告ヘルプ ヘルプ
・『利用者情報登録・変更』の画面を変更しました。

・『利用者情報登録・変更』の電子証明書の「住所」を、「氏名・名称、住所又は所在地」に変更しました。

76 決算業務 消費税申告書 ヘルプ

H25年機能改善対応

・免税事業者で消費税申告書を起動させない

・過去情報の今期欄入力不可

・入力完了の更新ボタン説明

・付表5の20～29の金額出力可否
77 決算業務 消費税申告書 ヘルプ 「消費税申告書を印刷する」で、「②≪印刷条件設定≫が表示されます。」の後、改行しました。

78 決算業務 消費税申告書 ヘルプ
「消費税申告書を作成する」で、⑤の「各タブについて→■設定内容 ●申告書・付表」を「各タブについて→■設定内容 ●

[申告書・不要]ナビボタン」に修正しました。

79 決算業務 固定資産台帳 ヘルプ 「固定資産台帳に登録する」で、「②各タブをクリックし～」の画像を差し替えました。

80 決算業務 消費税申告書 ヘルプ

H25年機能改善対応

・免税事業者で消費税申告書を起動させない

・過去情報の今期欄入力不可

・入力完了の更新ボタン説明

・付表5の20～29の金額出力可否

81 決算業務 消費税申告書 ヘルプ
・入力完了の「更新」ボタンクリックについて追記

・付表5の20～29の金額出力について追記

82 決算業務 個人決算書 ヘルプ

・個人決算書　異なる画像が貼られている

・個人決算書マニュアルとヘルプの記載内容が異なる

・個人決算書改行・レイアウト等見栄えに関すること

・個人決算書マニュアルに記載された内容が、ヘルプに無い



83 決算専用業務 決算専用業務ヘルプ ヘルプ

決算更新で以下の修正を行いました。

・「次期事業者データ作成で更新される内容」「所得税申告書」で、以下の説明を追加しました。

　震災特例法の適用を受ける

　申告書（損失申告用）付表（東日本大震災用）を使用する

・「次期事業者データを作成する」「次期データ」に予算移送の説明を追加しました。

「次期事業者データを作成する」で、以下の説明を追加しました。

　④ 作成状況の画面が表示されます。

　⑤ 完了メッセージが表示されます。［OK］をクリックします。

・表中の文字位置を修正しました。
84 決算専用 固定資産台帳 ヘルプ 「固定資産台帳に登録する」で、「②各タブをクリックし～」の画像を差し替えました。

85 決算専用 消費税申告書 ヘルプ 「消費税申告書を印刷する」で、「②≪印刷条件設定≫が表示されます。」の後、改行しました。

86 決算専用 消費税申告書 ヘルプ
「消費税申告書を作成する」で、⑥の「各タブについて→■設定内容 ●申告書・付表」を「各タブについて→■設定内容 ●

[申告書・不要]ナビボタン」に修正しました。

87 決算専用 消費税申告書 ヘルプ

H25年機能改善対応

・過去情報の今期欄入力不可

・入力完了の更新ボタン説明

・付表5の20～29の金額出力可否

88 決算専用 消費税申告書 ヘルプ
・入力完了の「更新」ボタンクリックについて追記

・付表5の20～29の金額出力について追記

89 決算専用 個人決算書 ヘルプ

・個人決算書　異なる画像が貼られている

・個人決算書マニュアルとヘルプの記載内容が異なる

・個人決算書改行・レイアウト等見栄えに関すること

・個人決算書マニュアルに記載された内容が、ヘルプに無い

90 商工会業務 商工会業務ヘルプ ヘルプ
・『利用者情報登録・変更』の画面を変更しました。

・『利用者情報登録・変更』の電子証明書の「住所」を、「氏名・名称、住所又は所在地」に変更しました。

91 商工会業務 個人決算連動科目 ヘルプ ・「■コードマスタを選択する」の1と2、3のインデントが一致していない。

92 その他 概要・基本操作ヘルプ ヘルプ ・ファンクションの説明を修正しました。

93 日常業務 工事管理表ヘルプ ヘルプ 工事別集計表、工事管理表の出力条件設定の記述を修正しました。

94 マスター関系登録 マスター関系登録ヘルプ ヘルプ

・部門配賦情報の説明を「配賦対象金額　×　（各基準科目の金額×配賦割合）」→「配賦対象金額　×　各基準科目の配賦割

合」に修正しました。

・固定摘要名称の画面を最新（「Deleteキーで削除」が画面にある）に差替えました。

95 マスター関系登録 マスター関系登録ヘルプ ヘルプ 「マスター関係登録で使用する機能」仕訳入力や印刷に関する設定をする」に「仕訳入力情報を確認・修正する」を追加しま

96 マスター関系登録 マスター関系登録ヘルプ ヘルプ マスター関係登録のマニュアルと文言を一致させました。「固定資産のみのメニューの場合」→「固定資産のみの事業者の場

97 マスター関系登録 マスター関系登録ヘルプ ヘルプ
・証憑NO属性項目の桁数を表記を6→8に修正しました。

・摘要先行入力区分の説明を有効にしました。

98 マスター関系登録 マスター関系登録ヘルプ ヘルプ ・「経過月発生高」「過年度実績」を新規に追加しました。

99 マスター関系登録 マスター関系登録ヘルプ ヘルプ 「印刷情報登録」-[検証情報]の「帳票名称」の説明文中の「残高試算表」を削除しました。

100 マスター関系登録 マスター関系登録ヘルプ 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。

101 マスター関系登録 マスター関系登録ヘルプ ヘルプ 「mas250130.html」「mas250131.html」を新規に追加しました。

102
連合会業務

商工会業務
ヘルプ

マニュアルとの相違について修正

071 商工会業務／一括印刷trdalp

081 連合会業務／一括印刷scdalp

103 決算業務 決算業務ヘルプ ヘルプ

『決算更新』で以下の修正を行いました。

・番号を○付きに変更しました。

・「次期事業者データ作成で更新される内容」「所得税申告書」で、以下の説明を追加しました。

　震災特例法の適用を受ける

　申告書（損失申告用）付表（東日本大震災用）を使用する

・[決算日変更]ボタンを画像から文字列に変更しました。

・表中の文字位置を修正しました。
104 決算業務 決算業務ヘルプ ヘルプ ・表中の文字位置を修正しました。

105 決算専用業務 決算専用業務ヘルプ ヘルプ
・『利用者情報登録・変更』の画面を変更しました。

・『利用者情報登録・変更』の電子証明書の「住所」を、「氏名・名称、住所又は所在地」に変更しました。

106 商工会業務 商工会ヘルプ ヘルプ ・事業者データ削除にワンポイントを追加しました。



107 商工会業務 商工会業務ヘルプ ヘルプ
マニュアルとの相違について修正

071 商工会業務／一括印刷trdalp

108 日常業務 日常業務ヘルプ ヘルプ

・残高一覧表

　・条件画面を「科目を指定する」チェックボックスありの画像に差替えました。設定項目も「科目を指定する」に修正しま

した。

・工事管理表と工事元帳の条件の説明を修正しました。

・仕訳帳の「補足　内税入力と外税入力」に税込会計処理においても外税入力が可能となっている旨の記述を追加しました。

109 日常業務 日常業務ヘルプ ヘルプ

・仕訳帳の条件の基本タブから詳細タブの説明を削除しました。

・工事管理表の条件の説明を修正しました。

・仕訳の入力例の消費税コードを修正しました。

110 日常業務 日常業務ヘルプ ヘルプ ・「内税入力と外税入力について」の説明を修正しました。

111 日常業務 日常業務ヘルプ ヘルプ
・ファンクションの説明を修正しました。

・総勘定元帳・補助元帳、仮受・仮払消費税元帳、工事元帳の出力条件設定の 設定項目「締後を含めて出力」の記載を削除し

112 商工会業務 リストア

V1.02.0017以前のバックアップデータを

V1.02.0019以降のバージョンにリストアする事ができなくなりました。

（v1.02.0018のデータをv1.02.0019にリストアする事は可能です）

※当該事項をマニュアルに追記しました。ヘルプの内容には反映していません。10月リリースにてヘルプの内容を修正予定で

113 ログイン メニュー 事業者選択 各事業者がログインしたタイミングでコードマスターの変更内容を、ログイン事業者のスキーマに反映させる様に変更

114 その他 なし コードマスター

・RepoHojyo(分析補助情報)のSubID1(24,25,49)の文言及び計算式を修正

・RepoHojyo(分析補助情報)のRecID(62)の計算式を修正

・RepoHojyo(分析補助情報)のRecID(171)の計算式を修正

・RepoHojyo(分析補助情報)のRecID(55)の計算式を修正

115 その他 なし アップデータアップデート時に保存するバックアップファイル名にver番号を付加するように変更

116 その他 なし アップデータAPサーバーアップデート時のログファイルに詳細が吐かれる様に変更

117 その他 なし

Windows8とInternetExploler10に正式対応しました。

（1）Windows8について

対応するWindows 8のエディションは下記の通りです。それぞれ32bit版・64bit版に対応します。

なお、Windows RT（タブレット端末用OS）については対応しません。

・ Windows 8 （コンシューマ向け）

・ Windows 8 Pro（企業ユーザー向け）

・ Windows 8 Enterprise（ボリュームライセンスのみでの提供）

（2）InternetExploler10について

32Bit版に対応します。（64Bit版は非対応です。）

なお、Windows8でのIEの64bit版は、デフォルトでは起動しません。

IEの詳細設定で「拡張保護モードを有効にする」にチェックをつけて「マシンの再起動」を行わない限り32bit版のIEが動作し

ます。

（3）ユーザーインターフェイスについて

本システムは従来のデスクトップユーザーインターフェイスにあるIE10でご利用ください。


