
v1.03.0001_リリース内容
項番 タブメニュー 修正画面 修正機能 修正内容

1 全国連業務 経営指標情報インポート CSVデータの標準計数キー４（中分類項目もしくは小分類）によりデータの挿入値を修正

2 全国連業務 経営指標情報インポート CSVデータの標準計数キー５（グループ）によりデータの挿入値を修正

3 連合会業務
一括印刷依頼

一括印刷依頼一覧

一括印刷の元帳で、「損益勘定へ振替出力」選択時、月次の依頼でも「損益勘定」「元入金」が表

示される

の件について対応

「損益勘定への振替出力」にチェックがあった状態で元帳出力した場合、月次の依頼であれば、パ

ラメータを0(チェック無と同じ状態)と判断するように修正
4 連合会業務 一括印刷依頼 初回依頼の重複チェック条件を修正し、再依頼データがあっても初回依頼できるよう修正

5 連合会業務 一括印刷依頼一覧 印刷時、5000部の帳票部数制限を行う

6 連合会業務 一括印刷依頼一覧
1台の一括印刷端末で処理中ダイアログが表示中に他の印刷を依頼するとエラーになる。 件につい

て対応

7 連合会業務 一括印刷依頼一覧

一括印刷依頼一覧　一括印刷中にバックアップが開始されると印刷に失敗する 件について対応

"データの作成に失敗しました"というメッセージが表示され、エラー内容が不明であるため、

"バックアップ処理中の為、作成できません"というメッセージが表示されるように修正

8 連合会業務 請求データ連動処理 APサーバー接続エラー時の文言変更

9 連合会業務 ネットde記帳・決算専用移行コンバート 処理起動時の対象データ取得処理時にcsvデータが取得できない（一覧表示されない）不具合対応

10 連合会業務 マスター再計算 決算更新後の工事残高が移送されない（マスタ再計算にてクリアされてしまう）不具合対応

11
全国連業務

連合会業務
連合会情報登録 郵便番号の変更検知を修正

12 連合会業務 一括印刷帳票出力

商工会一括印刷でPDFが作成されない件について対応

ワイズポイント環境でクライアントActiveXでのPDFダウンロードが不可能であるため、

SFTP(PHP ⇒ PRサーバー)での対応を行う

13 連合会業務 商工会情報登録 郵便番号の変更検知を修正

14 連合会業務

ネットde記帳・基幹ＩＤコン

バート

ネットde記帳・共通情報コン

バート

ファイルアップロード時にボタンが押せてしまう不具合を修正



15 連合会業務 リカバリ印刷可能一覧

一括印刷提案資料にリカバリ印刷のページ指定印刷の機能が記載されているのに、機能が実現され

ていないことを地域総研殿のご指摘により判明

通常印刷にて印刷ボタンで起動するCoReportビューアと同じビューアを使用するように変更し、

ページ指定印刷を実現

16
商工会業務

日常業務
伝言メモ

伝言メモを貼り付けた事業者のデータを削除後、伝言メモドリルダウンで該当の仕訳を表示しよう

とした際、DBエラーが出力されてしまう不具合対応

17 商工会業務 一括印刷依頼

一括印刷依頼でチェックボックスが赤い表示となる条件 件について

バックアップや決算更新等行っていない正常な事業者でも、排他制御のタイミングによって正常で

はない値が返されることがあるため、排他制御を3回リトライし、正常ではない値を返す確率を限り

なく0に近づける対応

18 商工会業務 商工会情報登録 郵便番号の変更検知を修正

19 商工会業務 ネットde記帳・会計コンバート 請求連動用仕訳履歴テーブルへの書き込み対応

20 商工会業務 ネットde記帳・個別会計コンバート ファイルアップロード時にボタンが押せてしまう不具合を修正

21 商工会業務 ネットde記帳・個別会計コンバート 請求連動用仕訳履歴テーブルへの書き込み対応

22
商工会業務

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

不明エラーの対応

ポーリング対応

23
商工会業務

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

マスター再計算フラグ対応

一括印刷依頼は起動時にチェックし、対象があれば赤く表示し、事業者名にマスター再計算の実行

を促す文言を表示する

一括印刷依頼一覧・状況確認では、印刷時に対象があれば、ActiveXのメッセージに表示する

24
商工会業務

連合会業務

プリンター情報

一括印刷依頼一覧

リカバリ印刷可能一覧

一括印刷依頼

一括印刷依頼出力

出力帳票欄の幅を広げると、グリッド行の右端の背景色が途切れる　件について対応(プリンター情

報)

ＡＰツールバーの『ボタン名称』、『文字がボタン枠に架かっていない』、『並び順』の確認　の

件の対応

25
商工会業務

日常業務
伝言メモ 決算月の表示対応

26 商工会業務 事業者データ作成 個別システム用 仕訳履歴テーブルの追加

27 商工会業務 データ・リストア 事業者バージョンアップ未対応のバックアップファイル（1.02.0017以前）をリストアできないよ

28 商工会業務 ネットde記帳・会計コンバート ファイルアップロード時にボタンが押せてしまう不具合を修正



29 商工会業務 一括印刷依頼

一括印刷依頼起動中に、バックアップ画面を起動し、バックアップ処理を行うと、依頼処理にて不

明エラーが表示されてしまう。　件について対応

表示中にバックアップ処理中の事業者がある場合は、処理を中止し、メッセージを表示して、画面

再表示する

30 商工会業務 一括印刷依頼
不明エラーが発生するため、ポーリング対応の修正を行った件で、月次4票の依頼ができないという

不具合が発生しましたので、再度修正

31 商工会業務 一括印刷依頼 商工会一括印刷の決算報告書の印刷にてキャッシュフロー計算書を出力しないように変更

32 商工会業務 一括印刷依頼一覧 印刷時のメッセージの文言変更

33 日常業務 出納帳（現金・預金） 会計単位「全体」「総合計」での新規入力対応

34 日常業務 出納帳（現金・預金） 中間決算、決算月の入力対応

35 日常業務 出納帳（現金・預金） 伝票番号、証票NOを「0」にてクリアとする修正

36 日常業務 出納帳（現金・預金） マスタ再計算処理実行フラグでの画面起動制御対応

37 日常業務 出納帳（現金・預金） 月中始まりの決算期間時に決算月及び中間決算月の日付が入力できない不具合対応

38 日常業務 出納帳（現金・預金） 条件入力Dlgにて同一月度を範囲指定した際に月度の大小チェックエラーが表示される不具合対応

39 日常業務 出納帳（現金・預金） 請求連動用仕訳履歴テーブルへの書き込み対応

40 日常業務 売掛帳 会計単位「全体」「総合計」での新規入力対応

41 日常業務 売掛帳 中間決算、決算月の入力対応

42 日常業務 売掛帳 伝票番号、証票NOを「0」にてクリアとする修正

43 日常業務 売掛帳 マスタ再計算処理実行フラグでの画面起動制御対応

44 日常業務 売掛帳 月中始まりの決算期間時に決算月及び中間決算月の日付が入力できない不具合対応

45 日常業務 売掛帳 請求連動用仕訳履歴テーブルへの書き込み対応

46 日常業務 買掛帳 会計単位「全体」「総合計」での新規入力対応

47 日常業務 買掛帳 中間決算、決算月の入力対応

48 日常業務 買掛帳 伝票番号、証票NOを「0」にてクリアとする修正

49 日常業務 買掛帳 マスタ再計算処理実行フラグでの画面起動制御対応

50 日常業務 買掛帳 月中始まりの決算期間時に決算月及び中間決算月の日付が入力できない不具合対応

51 日常業務 買掛帳 請求連動用仕訳履歴テーブルへの書き込み対応

52 日常業務 振替伝票 会計単位「全体」「総合計」での新規入力対応

53 日常業務 振替伝票 中間決算、決算月の入力対応

54 日常業務 振替伝票 証票NOを「0」にてクリアとする修正

55 日常業務 振替伝票 マスタ再計算処理実行フラグでの画面起動制御対応

56 日常業務 振替伝票 表示グリッド幅調整

57 日常業務 振替伝票 固定摘要をクリアしてもDB上の固定摘要コードが残ってしまう不具合対応

58 日常業務 振替伝票 月中始まりの決算期間時に決算月及び中間決算月の日付が入力できない不具合対応



59 日常業務 振替伝票 入力欄、表示グリッドの幅調整

60 日常業務 振替伝票 エフェクトを使用した際、画面レイアウトがおかしくなる不具合対応

61 日常業務 振替伝票 請求連動用仕訳履歴テーブルへの書き込み対応

62 日常業務 入金伝票 会計単位「全体」「総合計」での新規入力対応

63 日常業務 入金伝票 中間決算、決算月の入力対応

64 日常業務 入金伝票 証票NOを「0」にてクリアとする修正

65 日常業務 入金伝票 マスタ再計算処理実行フラグでの画面起動制御対応

66 日常業務 入金伝票 表示グリッド幅調整

67 日常業務 入金伝票 固定摘要をクリアしてもDB上の固定摘要コードが残ってしまう不具合対応

68 日常業務 入金伝票 月中始まりの決算期間時に決算月及び中間決算月の日付が入力できない不具合対応

69 日常業務 入金伝票 「全体」での修正時、日付Enter会計単位の適用期間外エラーが表示される不具合対応

70 日常業務 入金伝票 エフェクトを使用した際、画面レイアウトがおかしくなる不具合対応

71 日常業務 入金伝票 請求連動用仕訳履歴テーブルへの書き込み対応

72 日常業務 出金伝票 会計単位「全体」「総合計」での新規入力対応

73 日常業務 出金伝票 中間決算、決算月の入力対応

74 日常業務 出金伝票 証票NOを「0」にてクリアとする修正

75 日常業務 出金伝票 マスタ再計算処理実行フラグでの画面起動制御対応

76 日常業務 出金伝票 表示グリッド幅調整

77 日常業務 出金伝票 固定摘要をクリアしてもDB上の固定摘要コードが残ってしまう不具合対応

78 日常業務 出金伝票 月中始まりの決算期間時に決算月及び中間決算月の日付が入力できない不具合対応

79 日常業務 出金伝票 「全体」での修正時、日付Enter会計単位の適用期間外エラーが表示される不具合対応

80 日常業務 出金伝票 エフェクトを使用した際、画面レイアウトがおかしくなる不具合対応

81 日常業務 出金伝票 請求連動用仕訳履歴テーブルへの書き込み対応

82 日常業務

日別残

日計表

科目別集計表

総勘定元帳・補助元帳

財務報告書

マスター再計算処理実行フラグ対応

（マスター再計算が必要な区分変更が行われた場合、マスター再計算が実行されるまで処理

　できないよう制限）

83 日常業務

推移財務報告書

残高一覧表

工事別集計表

工事台帳

工事元帳

マスター再計算処理実行フラグ対応

（マスター再計算が必要な区分変更が行われた場合、マスター再計算が実行されるまで処理

　できないよう制限）



84 日常業務

資金繰実績表

資金繰実績・予定表

消費税精算表

仮受仮払消費税元帳

月次・決算確定

マスター再計算処理実行フラグ対応

（マスター再計算が必要な区分変更が行われた場合、マスター再計算が実行されるまで処理

　できないよう制限）

85 日常業務

日別残

日計表

科目別集計表

総勘定元帳・補助元帳

工事元帳

仮受仮払消費税元帳

・月バーに新設された「swkStartMonth」に仕訳入力開始月（外部月）をセットし、指定した年月

以前のボタンを使用不可にする（但し、前期ボタンは使用可能とする）

・仕訳が一件も入力されていない場合の初期設定月を仕訳入力開始月とする（現在は内部1月となっ

ているようです）

86 日常業務 日計表
印刷時に、構成比が7桁を超えた時、1桁目が表示されない不具合を修正

→財務報告書と同様に、7桁を超えた場合に空白にするように修正

87 日常業務 日計表 グリッドの構成比欄の幅調節ができるように修正

88 日常業務 日計表
日計表にて、補助が採用されている科目の明細から、元帳入力を開いた後、補助が採用されていな

い科目に変更した場合、日計表に戻った時に補助ファンクションが表示されたままとなってしまう

89 日常業務 総勘定元帳・補助元帳

・最終ページの「元入金」に表示されるべき科目が「411元入金」ではなく「414元入金1」になっ

てしまう点を修正

・最終ページの「元入金」の表示で、コードが表示されない点を修正

90 日常業務 総勘定元帳・補助元帳
総勘定元帳の出力条件設定ダイアログにて、出力順序＝『指定科目』を選択し、任意の科目を指定

科目と合計転記科目に設定後、『OK』ボタン押下時に構文エラーが出力されてしまう不具合を修

91 日常業務 財務報告書 期間表示形式が『常に期首月から』の時、『XX集計』・『XX経過』を表示するように修正

92 日常業務 財務報告書 損益計算書の指定期間を選択できるように修正

93 日常業務 財務報告書 グリッドの構成比欄の幅調節ができるように修正

94 日常業務 工事別集計表 条件指定ダイアログと印刷条件ダイアログから、当月完成のみチェックボックスを削除

95 日常業務 工事管理表 条件指定ダイアログと印刷条件ダイアログから、当月完成のみチェックボックスを削除

96 日常業務 工事管理表 処理起動時マスター再計算実行状況チェックを追加

97 日常業務 月次・決算確定 売上・仕入消費税調整勘定のバランスチェックを追加

98 日常業務 仕訳帳（ドリルダウン元帳） 置換条件以外の仕訳も置換されてしまう不具合

99 日常業務 仕訳帳（ドリルダウン元帳） 会計単位一括置換対応

100 日常業務 仕訳帳（ドリルダウン元帳） 会計単位「全体」「総合計」での新規入力対応

101 日常業務 仕訳帳（ドリルダウン元帳） 中間決算、決算月の入力対応

102 日常業務 仕訳帳（ドリルダウン元帳） 伝票番号、証票NOを「0」にてクリアとする修正

103 日常業務 仕訳帳（ドリルダウン元帳） マスタ再計算処理実行フラグでの画面起動制御対応

104 日常業務 仕訳帳（ドリルダウン元帳） 月中始まりの決算期間時に決算月及び中間決算月の日付が入力できない不具合対応



105 日常業務 仕訳帳（ドリルダウン元帳） 条件入力Dlgにて同一月度を範囲指定した際に月度の大小チェックエラーが表示される不具合対応

106 日常業務 仕訳帳（ドリルダウン元帳） 条件入力Dlgの消費税区分を変更した際に、前回選択した消費税コードを引き継いでしまう不具合対

107 日常業務 仕訳帳（ドリルダウン元帳） 条件入力Dlgの科目コード指定にて、完成工事原価振替の科目が入力できない不具合対応

108 日常業務 仕訳帳（ドリルダウン元帳） 請求連動用仕訳履歴テーブルへの書き込み対応

109 マスター関係登録 科目別消費税
最下段の消費税コードを修正し、マウスホイールを使用して画面上部に移動した際、科目コード、

科目名称が出力されない行が発生してしまう点を修正

110 マスター関係登録 科目別消費税
仕訳に影響のある区分が変更された際、マスター再計算を促すメッセージを出力し、仕訳入力等を

ガードさせる対応を再度行いました。

111 マスター関係登録 科目別消費税
科目別補助を採用した採用元科目の科目区分が「対象外」の場合、補助科目の科目区分も強制的に

「科目に従う」とするよう修正

112 マスター関係登録 科目別消費税
仕入消費税・売上消費税のコンボボックス展開時にヘッダをクリックしても、画面全体がグレーア

ウトしないよう修正

113 マスター関係登録 事業者基本情報 コンバート直後のデータで主たる事業が変更できてしまう不具合対応

114 マスター関係登録 事業者基本情報 主たる事業変更後、商工会集計一覧に反映されない不具合対応

115 マスター関係登録 事業者情報登録
税務署や業種などの検索エクスプローラからOK、キャンセルで戻った時に、税務署、業種の入力項

目にフォーカスがあたるように変更

116 マスター関係登録 従業員名称 合計情報の新規登録を不可にする修正

117 マスター関係登録

科目別採用ダイアログ

事業者基本情報

科目別補助名称

各種マスター採用情報

部門名称

マスター再計算処理実行フラグ対応

（マスター再計算が必要な区分変更が行われた場合、マスター再計算が実行されるまで処理

　できないよう制限）

118 マスター関係登録

部門名称

銀行名称

取引先名称

汎用補助名称

合計情報の新規登録を不可にする修正

119 マスター関係登録 部門名称 合計情報タブ遷移時に発生するエラーを修正

120 マスター関係登録 部門名称 合計情報タブ遷移時の入力欄初期化の不具合を修正

121 マスター関係登録 印刷情報登録 登録していた出力順序が削除されていた場合、「コード順」を表示するように修正

122 マスター関係登録 印刷情報登録 「仕訳管理情報 SELECT」を、fksetkbnの最小値を取ってくる様に修正

123 マスター関係登録 科目出力順序
パターンコードを空欄にしたままパターン新規ボタンを押下することで、ボタンと画面のモードが

矛盾してしまう点と、グリッドが乱れてしまう場合がある点を修正

124 マスター関係登録
事業者基本情報

科目別業種

設定を変更後、マウスホイールを使用してスクロールした際、科目コード、科目名称が出力されな

い行が発生してしまう点を修正

科目に補助がある際に表示される、「+」がうまくクリックできないという点を修正



125 マスター関係登録 科目別採用ダイアログ マスタ再計算処理詳細実行フラグ（業種コード再セット）がはずれる不具合対応

126 マスター関係登録 勘定科目 特殊科目を編集しようとした際、確認メッセージを出力するよう修正

127 マスター関係登録 勘定科目 完成工事振替科目対象科目を非表示にした場合、対応科目も同期をとるよう修正

128 マスター関係登録 勘定科目
仕訳に影響のある区分が変更された際、マスター再計算を促すメッセージを出力し、仕訳入力等を

ガードさせる対応を追加

129 マスター関係登録 勘定科目 印刷で合計科目登録リストを印刷できるよう修正

130 マスター関係登録 勘定科目

・予算削除時に科目コードを範囲指定しているにも関わらず消えない予算がある点を修正

・明細表示されない要約科目から明細表示される要約科目へフォーカス移動すると金額表示されな

い点を修正

・予算クリア後、要約科目科目と明細表示される損益科目が連動していない点を修正

131 マスター関係登録 事業者基本情報 主たる事業変更対応

132 マスター関係登録 科目残高
科目別補助採用時、内訳科目のグリッド内で、Shift+Tabキー押下したとき、諸口を越えてフォー

カスが移動するよう修正

133 マスター関係登録 科目残高 科目残高移送処理を実装

134 マスター関係登録 科目残高 科目残高移送処理に、共通補助残高移送と摘要残高移送処理を追加

135 マスター関係登録 固定摘要

・固定摘要一覧表出力時に範囲指定が効いていない不具合を修正

・科目連想登録リスト印刷時に、科目コードで絞り込めない不具合を修正

・削除された固定摘要コードを指定できてしまう不具合を修正

136 マスター関係登録 固定摘要 該当データがないときに、『その他のエラー』になってしまう不具合を修正

137 マスター関係登録 固定摘要
連想科目コードダブルクリック→Deleteキー押下→確認ダイアログ表示したときに、メイン画面に

フォーカスが残ってしまう不具合を修正

138 マスター関係登録 工事名称

・工事登録リスト（詳細）出力対応

・免税事業者の場合、税率表示を行わない対応

・完成振替部門の入力追加対応

139 マスター関係登録 工事名称 工事名称の最大登録可能数が上限を超えて１件多く登録できる不具合を修正

140 マスター関係登録 摘要残高 科目の変更があった場合及び、登録済みの摘要を削除した場合、合計金額をクリアするよう修正

141 電子申告 データ作成・送信 送信票入力時に、整理番号を入力できるように対応

142 電子申告 データ作成・送信
送信票の還付先金融機関がゆうちょ銀行で記号のみ入力されていたとき、初期ラジオ選択が銀行に

なってしまった点を修正

143 電子申告 データ作成・送信 送信票XMLスキーマ取込み時に警告ログが発生していた事象の対応(操作上で変更はありません)

144 電子申告 データ作成・送信 更新直後のサーバ保存データを取得再描画するように変更

145 電子申告 データ作成・送信 バックアップ前に新規作成した送信表がインストール後に抽出ができない不具合の修正

146 電子申告 利用者情報登録・変更
国税仕様への対応（メインメールアドレスの変更時、サブメールアドレスや宛名が登録済みの場合

でもそれらを削除しないように対応）商工会業務の利用者情報登録・変更も同様です。



147 決算業務
決算報告書

キャッシュ・フロー計算書

マスター再計算処理実行フラグ対応

（マスター再計算が必要な区分変更が行われた場合、マスター再計算が実行されるまで処理

　できないよう制限）

148 決算業務 決算報告書 マスター再計算処理実行フラグチェックタイミング変更

149 決算業務 キャッシュ・フロー計算書 精算表で、調整欄入力ダイアログ終了後、フォーカスが正しく遷移しない不具合を修正

150 決算業務 キャッシュ・フロー計算書
精算表の調整欄入力時、矢印キー移動で表示がおかしくなる不具合を修正

→調整欄入力専用のダイアログを作成し、対応

151 決算業務 キャッシュ・フロー計算書 精算表で見出し欄(【 営業活動によるキャッシュ・フロー】等)の調整欄に金額が表示される不具合

152 決算業務 キャッシュ・フロー計算書 精算表で、調整欄入力ダイアログ終了後、調整欄金額に変更がないとフォーカスが正しく遷移しな

153 決算業務 キャッシュ・フロー計算書 マスター再計算処理実行フラグチェックタイミング変更

154 決算業務 分析グラフ 損益分岐点グラフが正しく表示されない問題を修正

155 決算業務 分析グラフ
一般事業者と工事事業者を混ぜて集計すると、工事BS,工事PLのC,D,F,H、および製造のFを出力す

るように修正

156 決算業務 分析グラフ ・経営分析レーダーチャートに県平均データを追加。

157 決算業務 分析グラフ ・帳票に表示される数値の不具合を修正

158 決算業務 分析グラフ
・売上・固定費・変動費のマイナスは、エラーメッセージを表示するように修正。

・固定費・変動費のゼロを表示すように修正

159 決算業務 分析グラフ 損益分岐点グラフが正しく表示されない問題を修正

160 決算業務 分析グラフ 損益分岐点比率及び損益分岐点売上がマイナスの場合を考慮した修正

161 決算業務 分析グラフ 県平均が選択できない

162 決算業務 分析グラフ Xの項目欄で出力している自己資本の金額がＹ：自己資本と一致するように修正しました。

163 決算業務 分析グラフ 「損益分岐点比率」、「経営安全率」、「変動費比率」、「限界利益率」の端数処理を修正しまし

164 決算業務 分析グラフ 変動費合計の項目欄で出力している外部購入原価の金額が正しく表示するように修正しました。

165 決算業務 分析グラフ
ｖの繰越利益剰余金の計算結果が一致。

また、ｖの資産合計の符号が正しく表示するように修正しました。

166 決算業務 分析グラフ

■コードマスターの修正

・RepoHojyo(分析補助情報)を変更

流動資産計の「割引手形(11)」が加算を減算に修正



167 決算業務 分析グラフ

■コードマスターの修正

RepoHojyo(分析補助情報)の変更

・金融費用の「受取利息(136)」を「受取利息(135)」に変更

・自己資金の繰越利益剰余金（RecID=108）を加算しないように削除。＋事業主貸(58)-事業主借

(59)を追加しました。

・商品(製品)計から「材料(15)」を削除

・負債純資産合計※(繰越利益剰余金計算前)の＋事業主貸(58)-事業主借(59)を正しくしました。

・製造経費に製造経費減価償却費（112）を加算追加しました。

・経営資本の加算項目を「l 総資産合計」に変更しました。＋事業主貸(58)-事業主借(59)を追加し

ました。

・税引前利益に「+専従者給与（148）」を加算追加しました。"

・[i:144]その他流動資産から有価証券(21)をカット

・上記で、有価証券(21)をカットしたことにより、流動資産計に有価証券(21)を加算を追加。出力

順番の見直し

168 決算業務 分析グラフ

■コードマスターの修正

RepoHojyo(分析補助情報)の変更

加算符号に誤りがありました。

・－専従者給与（148）

・＋事業主借（59）

・－事業主貸（58）

169 決算業務 分析グラフ

■コードマスターの修正

RepoHojyo(分析補助情報)の変更

・Z:固定資産計から「繰延資産(35」をl:総資産合計に変更

・商品(製品)計から「材料(15)」を削除したのを元に戻す。



170 決算業務 分析グラフ

■コードマスターの修正

・Kmkmaの分析・要約分析コード変更

KmkMA の以下の分析コードを変更

分かり易くするため統一

- 7573:[農]利子割引料 134 ⇒　138　(要約分析コード　14⇒16)

- 8577:[不]利子割引料 134 ⇒　138　(要約分析コード　14⇒16)

分かり易くするため統一（法人に合わせた）

- 6551:[完]給与       109 ⇒　118　(要約分析コード　変更なし)

- 6552:[完]賞与       109 ⇒　118　(要約分析コード　変更なし)

- 6554:[完]退職引当   109 ⇒　118　(要約分析コード　変更なし)

- 6555:[完]法定福利費 109 ⇒　118　(要約分析コード　変更なし)

- 6556:[完]福利厚生費 109 ⇒　118　(要約分析コード　変更なし)

分かり易くするため統一（法人に合わせた）

- 6301:[建]未成工事支  20 ⇒　16 　(要約分析コード　変更なし)

171 決算業務 固定資産台帳

主たる事業の変更対応

APツールバーその他に

・｢会計単位一括変更｣

・｢会計単位一括置換｣

の機能を追加

172 決算業務 固定資産台帳
固定資産基本情報に｢事業割合0%資産｣の｢連動する/しない｣の設定を追加

｢連動する｣が選択されている場合、事業割合が0%であっても青色申告書添付資料に出力される様に

173 決算業務 固定資産台帳
#3961: 減少した場合に計算が不正に表示される不具合への対応

・減価償却費タブに｢減少時残存割合｣の項目を追加

174 決算業務 消費税申告書 個人事業者の場合、XTXに納税者番号（整理番号）を出力する。

175 決算業務 消費税申告書 マスター再計算が必要な状態の場合、起動時にメッセージを表示して起動させない。（決算業務の

176 決算業務 個人決算書

決算専用の税務連動、月次４表（財務報告書）対応

決算専用の場合に、会計の実績登録が使用する会計連動科目情報の初期データ。（テーブル作成ス

クリプトも含まれる）

※スキーマ：INCCOMMON2012

177 決算業務 所得税申告書 事業者状況確認の画面に「確定申告完了」が不正に表示される不具合の修正

178 データ関係

マスター再計算

決算更新

分析グラフ

マスター再計算処理実行フラグ対応



179 データ関係 マスター再計算

翌期3カ月に仕訳が入力済の場合で、マスタ再計算強制実行フラグが立っていた場合、マスタ再計算

処理起動時に当期内の月度が範囲表示され入力不可となるため、翌期3カ月のデータがマスタ再計算

処理の対象にならない不具合修正

180 データ関係 マスター再計算 コンバート後の期首残高がクリアされてしまう不具合対応

181 データ関係 マスター再計算 決算更新後の売上計上金額（6311完成工事売上高）が決算更新で移送されない不具合対応

182 データ関係 決算更新 売上・仕入消費税調整勘定のバランスが一致しない場合、決算更新させないよう修正

183 データ関係 決算更新 会計期間変更時の月次開始日変更に対応

184 データ関係 決算更新 ＤＢ構成変更対応

185 その他 SMonthButtonBar リスト表示時に、[決算]ボタンをクリックするとリストが閉じるように修正

186 その他 コードマスターの修正

【法人コードマスターの修正】

事業者データにも適用

212:建物付属設備

　分析コード　　：31(その他有形固定資産)     ⇒ 25(建物)

187 その他 コードマスターの修正

【法人コードマスターの修正】

事業者データにも適用

9513 当座資産 なし→【】

9514 棚卸資産 なし→（）

9515 未成工事支出金 なし→【】

9651 期首棚卸高 なし→【】

9652 期末棚卸高 なし→【】

188 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】

事業者データにも適用

- 7569:[農]動力光熱費

　分析コード　　：134(その他一般管理費)     ⇒ 116(製造粗付加マイナス)

　要約分析コード： 14(販売費及び一般管理費) ⇒  13(製造原価)

189 その他 コードマスターの修正

個人コードマスターの試算表出力順序に対して

「7592　[農]育成費予1」～「7596　[農]育成費予5」

を追加

190 その他 コードマスターの修正

個人コードマスターの試算表出力順序について

以下の科目の順序を入れ替えます。

9659　完成工事原価

9618　売上原価

　↓

9618　売上原価

9659　完成工事原価



191 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】

事業者データにも適用

- 7569:[農]動力光熱費

　分析コード　　：134(その他一般管理費)     ⇒ 130(販管費粗付加マイナス)

192 その他 新DB構成対応 既存のDBを新DB構成に対応するよう、データを更新

193 その他 ポーリングサービス
通信が終了しないことがある現象を修正

セッションタイムアウト（セッション切断）時に、セッションタイムアウト状態にならない現象を

194 その他 マスター更新

マスター関係登録＞印刷情報登録　メニュー内の「自動セット情報」でセット後すぐ（日常業務の

総勘定元帳を行う前）に一括印刷を行った場合、複合セット集計が行われず結果が反映されなかっ

た点を修正しました。

195 その他 メニュー

下記メニューのリリース

全国連業務＞データ保守＞経営指標情報インポート

連合会業務＞データ保守＞経営指標情報集計

連合会業務＞データ連動＞経営指標情報集計状況

※決算専用の連合会メニューも同様

196 その他 事業者データ作成 仕訳履歴テーブルの追加

197 サーバー管理ツール DBグループ登録 新DB構成対応

198 サーバー管理ツール 全データバックアップ設定 新DB構成対応

199 サーバー管理ツール パッケージ情報登録 不要になった設定項目を削除

200 連合会業務 連合会ヘルプ 連合会情報登録、商工会情報登録に「DBグループNO」を追加しました。

201 連合会業務 一括印刷帳票印字設定

(仕様確認)総勘定元帳の印刷設定マニュアルについて

「締め後を含めて出力」の項目を非表示とする。

マニュアル・ヘルプも修正

202 連合会業務 連合会業務ヘルプ ・経営指情報標集計を追加しました。

203 商工会業務 商工会業務ヘルプ
マニュアルに一括印刷依頼のAPツールバーに関する記載がない件について説明を追記

071 商工会業務／一括印刷trdalp

204 商工会業務 商工会ヘルプ 商工会情報登録に「DBグループNO」を追加

205 商工会業務 商工会業務ヘルプ
・事業者情報登録変更時、事業者基本情報を更新することを記載しました。

・検索エクスプローラーのヘルプをリンクしました。

206 日常業務 工事管理表ヘルプ 工事管理表、工事別集計表の出力区分：当月完成のみを削除

207 日常業務 日常業務ヘルプ

・ファンクションの説明を修正

・総勘定元帳のマニュアル・ヘルプにて、「出力条件」や消費税コードの表示に関する説明（どこ

にどの様に反映されるか）を追記

・振替伝票、入金伝票・出金伝票の伝票NOの説明を修正



208 日常業務 日常業務ヘルプ

・「共通で使用する機能」を追加しました。

・仕訳帳＞仕訳帳を入力するに「会計単位が「全体」の場合、「主たる事業」選択時と同じ動作に

なります」の説明を追加しました。

・仕訳帳＞仕訳を修正するで、補足「ワンポイント」で伝票NO、証憑NOをクリアする説明、決算

月の入力方法の説明を追加しました。

・仕訳帳＞一括置換に補足「ヘッダー会計単位の置換」を追加しました。

・振替伝票、入金伝票、出金伝票の画面レイアウト変更に伴い、画像を差し替えました。

・振替伝票＞伝票を修正するに、補足「伝票日付、伝票ＮＯ、証憑ＮＯを変更する」に、伝票NO、

証憑NOをクリアする説明、決算月の入力方法の説明を追加しました。

・「帳簿・管理表」を追加し、補足「表示されない科目について」を記述しました。

・財務報告書の印刷結果の損益計算書の画像を差替えました。

・財務報告書の条件に「期間形式」を追加しました。

・ワンポイントの説明を概要・基本操作マニュアルを参照するように変更しました。
209 日常業務 日常業務ヘルプ 財務報告書の出力条件の期間形式の説明を修正

210 マスター関係登録 マスター関係登録ヘルプ 「個人事業者の設定内容」の「会計処理区分」の説明文を補足しました。

211 マスター関係登録 マスター関係登録ヘルプ

・事業者基本情報に[主たる事業変更]ボタンを追加しました。

・銀行名称、取引先名称、従業員名称、汎用補助名称、部門名称の合計部門で新規登録不可を追記

しました。

212 マスター関係登録 マスター関係登録ヘルプ 「科目残高を登録する」に「科目残高を移送する」を追加しました。

213 マスター関係登録 工事ヘルプ 完成振替部門の記述を追加

214 マスター関係登録 工事ヘルプ 工事名称の登録、完成振替部門の注釈を修正

215 決算業務 固定資産台帳ヘルプ

①事業割合0％資産の連動対応

②主たる事業の変更対応

③減少した場合に計算が不正に表示される

216 決算業務 所得税申告書ヘルプ

・分離課税第三表の記載修正

・マニュアルとヘルプの相違修正

・改行、レイアウト等、見栄え修正

・ツリーデフォルトフォーカス修正

217 決算業務 決算業務ヘルプ
・「決算書を作成する」を追加

・キャッシュフロー計算書の調整欄入力方法を変更

218 決算業務 個人決算書ヘルプ

・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

・個人決算書マニュアル・ヘルプ「補足 固定資産データ連動について」の相違点

・マニュアルとヘルプでリンク文言が異なる

219 決算業務 電子申告ヘルプ すべての表の改行・センタリング等を修正



220 決算業務 電子申告ヘルプ 『初めて電子申告をする場合』の中の④の改行位置を変更しました。

221 決算業務 電子申告ヘルプ

『利用者情報登録・変更』の中の④の［補足］

・「税務署情報について」を「各項目について」に変更

・税理士または商工会職員がログインしたときの説明を追加

222 決算業務 電子申告ヘルプ
『設定内容』-■電子証明書

・「住所・名称」を「氏名・名称」に変更

223 決算業務 電子申告ヘルプ 『データ作成・送信』画面に整理番号欄を追加したため、画面を変更しました。

224 決算業務 消費税申告書ヘルプ 消費税申告書インデントを修正

225 決算専用業務 決算専用業務ヘルプ 『初めて電子申告をする場合』の中の④の改行位置を変更

226 決算専用業務 決算専用業務ヘルプ
『利用者情報登録・変更』の中の②の［補足］

・「税務署情報について」を「各項目について」に変更

227 決算専用業務 決算専用業務ヘルプ 『データ作成・送信』画面に整理番号欄を追加したため、画面を変更しました。

228 決算専用業務 決算専用業務ヘルプ すべての表の改行・センタリング等を修正

229 その他 概要・基本操作ヘルプ

・マスター再計算が必要な場合について記載

・会計単位・月度の事業者基本情報の画面を主たる事業変更ボタンがある画面に差し替え

・表のタイトルの背景色をマニュアルに合わせてオレンジに変更

230 その他 概要・基本操作ヘルプ

・セッションタイムアウトについて追加

・検索エクスプローラーの説明に、業種検索エクスプローラー、役所検索エクスプローラー、地方

自治体コード検索を追加

231 その他 メニュー 所得税ヘルプトピックの修正

232 決算業務 分析グラフ

■経営分析計算明細書の追加

・分析別実績　 勘定科目を分析コード別に集計した資料。

 ・指標一覧　　分析別実績をもとに、各指標の集計根拠を示した資料。
233 連合会業務 一括印刷帳票マスター 一括印刷帳票マスターに空白行が表示されていた点を修正

234 商工会業務 事業者状況確認 事業者データが多い場合に不明なエラーが発生する件の修正(ポーリング対応を行いました)

235 商工会業務 事業者データ作成 新DB対応により共通データ作成が行えない不具合を修正

236
商工会業務

連合会業務

一括印刷依頼

一括印刷依頼一覧

一括印刷の推移財務報告書が出力されない件について対応

構成比率不正表示対応での、開始年月パラメータの設定不備を修正

237 日常業務 財務報告書 科目別補助の当月残がゼロの時、貸借金額がゼロ表示されていたものを修正

238 日常業務 財務報告書
「科目別内訳書」の「前期」月次・累計仕入高の金額が、仕入の金額に仕入値引の金額を加算して

しまう

239 日常業務 推移財務報告書 当期迄累積実績の金額が、翌期の範囲指定にも適用されてしまう不具合を修正

240 日常業務 推移財務報告書 【フォーム出力形式】その他に属する科目の実績が表示されない不具合を修正

241 日常業務 推移財務報告書 【フォーム出力形式】その他に属する科目の当月まで累計が月数倍の金額で表示されてしまう不具合を修正

242 マスター関係登録 事業者基本情報 BS管理なしの会計単位を主たる事業へ変更できてしまう不具合対応



243 マスター関係登録 工事配賦情報 工事配賦　配賦先が「全工事対象」の場合に工事配賦が行われるように修正

244 決算業務 分析グラフ

分析グラフで経営分析計算明細書（指標一覧）を出力すると、 「p：金融費用」と「v：繰越利益剰

余金」の合計金額が計算と一致していない点を修正

正残区分の判定が抜けていたため、PGに考慮しました。※マイナスの場合に発生。

245 決算業務 分析グラフ

「従業員１人当たり月平均人件費」にて

・経営指標

・経営分析レーダーチャート

の不一致を一致するように修正。

また、計算式も変更。

246 決算業務 分析グラフ

①｢変動費合計｣時の外部購入原価の金額が出力されない不具合を修正

②事業者が法人の場合、「D：販管費合計」に「124：役員報酬」が出力されない不具合を修正

③「33：無形固定資産」の集計に「234：実用新案権」が出力されない不具合を修正

247 商工会業務 一括印刷ヘルプ Windows7、IE10環境でスタイルシートが反映されない点を修正


