
v1.03.0003_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 連合会業務 商工会情報登録 商工会コードの先頭2桁が、所属連合会と異なるコードでインポートできる不具合の修正

2 連合会業務 ネットde記帳・基幹ＩＤコンバート ポーリング対応

3 連合会業務 ネットde記帳・共通情報コンバート ポーリング対応

4 連合会業務 一括印刷システム設定 更新ボタンでのポップアップ表示時のフォーカスがポップアップ表示されるダイアログ画面に移るように修正

5 連合会業務 一括印刷帳票印字設定

連合会一括印刷帳票印字設定で「カラー」と設定した場合について　の対応

青色申告決算書と分析グラフの損益分岐点図表と分析レーダーチャート2帳票は、印刷モードにてカラー選択を可能として、その

他帳票はモノクロ固定となるように修正。

また全帳票デフォルトはモノクロとする。

6 商工会業務 事業者データ作成 「主たる事業」を変更した際に「事業名称」の初期表示（再設定）を行うように修正

7 商工会業務 事業者データ削除 大量データ削除時にエラーが発生する不具合を修正（ポーリング対応）

8 商工会業務 ネットde記帳・会計コンバート
完成工事未収入金、未成工事受入金に補助科目残高と工事残高の両方が設定されている場合にコンバート後の科目別開始残高が不

正となる不具合対応

9 商工会業務 一括印刷依頼

一括印刷依頼の起動・表示ボタン押下時部分の対応

速度改善 (現状の4割ほど)

・一括印刷依頼明細テーブルにINDEXを作成

・表示ステータス取得のSQLを改善

10 商工会業務 一括印刷依頼

決算更新が実行できない対応

下記に対応

一括印刷用DB情報を参照する暫定対応版に対し、連合会業務 - 請求データベース設定の情報を参照するように変更

一括印刷用DB情報は削除

11 商工会業務 一括印刷依頼
一括印刷依頼のダイアログについて対応

空のポップアップが表示されないように修正

12 日常業務 仕訳帳（ドリルダウン元帳） 条件入力で「摘要」の文字列を指定して仕訳表示した際、同じ文字列の特殊摘要の仕訳が表示されない不具合対応

13 日常業務 仕訳帳（ドリルダウン元帳） 消費税コードの再セットタイミング修正

14 日常業務 仕訳帳（ドリルダウン元帳） 逐次置換にて該当仕訳以外のデータにもフォーカスが止まり、置換確認メッセージが表示される不具合対応

15 日常業務 仕訳帳（ドリルダウン元帳） 逐次置換にて部門コード、部門名称が置換後の値が一覧へ反映されない不具合対応

16 日常業務 仕訳帳（ドリルダウン元帳） 仕訳修正で部門や補助（科目ではなく）を修正すると、業種コードが基準業種コードに置き換わってしまう不具合を修正

17 日常業務 仕訳帳（ドリルダウン元帳） 業種コードの初期表示を科目別補助業種が「0：基準業種（科目に従う）」の場合、基準業種ではなく科目別業種を表示するよう

18 日常業務 仕訳帳（ドリルダウン元帳）
条件入力ダイアログの付箋の並び順をApツールバーの付箋リストと同じとなるように修正

伝言付箋での絞り込み対応

19 日常業務 仕訳帳（ドリルダウン元帳） 一括置換ダイアログにて置換条件と置換内容を対（1:1）にて指定するよう修正

20 日常業務 出納帳（現金・預金） 業種コードの初期表示を科目別補助業種が「0：基準業種（科目に従う）」の場合、基準業種ではなく科目別業種を表示するよう

21 日常業務 出納帳（現金・預金）
条件入力ダイアログの付箋の並び順をApツールバーの付箋リストと同じになるように修正

伝言付箋での絞り込み対応

22 日常業務 売掛帳 ・工事未収入金の残高が正しく表示されない不具合を修正。

23 日常業務 売掛帳 業種コードの初期表示を科目別補助業種が「0：基準業種（科目に従う）」の場合、基準業種ではなく科目別業種を表示するよう

24 日常業務 買掛帳 業種コードの初期表示を科目別補助業種が「0：基準業種（科目に従う）」の場合、基準業種ではなく科目別業種を表示するよう

25 日常業務 財務報告書 フォーム形式で「その他その他流動資産」と出力されてしまう不具合を修正



26 日常業務 財務報告書 条件ダイアログのOKボタン押下後、再表示時に前回保存した内容で表示されない不具合を修正

27 日常業務 財務報告書 『該当データがありません。』が表示された場合に、OKボタンにフォーカスがあたっていない不具合を修正

28 日常業務 財務報告書
翌期を選択した時に、「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不

具合を修正

29 日常業務 推移財務報告書 『該当データがありません。』が表示された場合に、OKボタンにフォーカスがあたっていない不具合を修正

30 日常業務 工事別集計表 完成工事売上高がマイナスで集計される不具合を修正

31 日常業務 工事別集計表
出力条件設定ダイアログの決算月を最終月に含めるのチェック有無を条件指定から印刷条件設定ダイアログへ正しく条件を設定で

きるよう修正

32 日常業務 工事別集計表
画面に表示する工事コード名称は幅を11ポイントで30文字収まるサイズに変更し、

フォントサイズのデフォルトは12ポイントで、幅で入りきらなくなる場合に、長体設定が掛かるように修正

33 日常業務 工事別集計表

既存不具合修正

・画面、出力条件ダイアログ、印刷ダイアログのコード入力時にバリデータチェックを追加

・出力パターン登録時の科目出力順序情報の登録方式を変更。

・既存の科目出力順序情報の登録方式を変更

・出力条件ダイアログ、出力パターン登録時、初期フォーカスを設定するように変更

・画面においてTAB等で移動時、グリッドと再表示ボタンにフォーカスが移動するように変更

34 日常業務 工事別集計表 表示用に加工した補助マスタ.外部コードではなく、DBから取得したままの補助マスタ.外部コードで印刷データを取得するよう修

35 日常業務 工事別集計表 単位＝『千円単位』とした場合の金額を本来の金額から加工するように修正

36 日常業務 工事別集計表 機能改善　工事別集計表の工事出力順序追加対応

37 日常業務 工事別集計表

・工事特殊科目の回収率、回収残、実現利益、利益達成率、実現利益率、原価率にて、完成工事売上高を計算で使用するように変

更

・工事特殊科目の実現利益、利益達成率、実現利益率、原価率は未成の場合、非表示にするよう変更

38 日常業務 工事別集計表 該当データがないときに表示されるメッセージダイアログのOKボタンにフォーカスがあたるように修正

39 日常業務 工事別集計表 回収率、回収残の計算にて、会計処理区分が2:税抜の場合は工事完成売上を使用せず、契約金額を使用するよう修正

40 日常業務 工事管理表 機能改善 工事管理表の工事出力順序追加対応

41 日常業務 工事管理表

既存不具合修正

・出力条件ダイアログ、印刷ダイアログのコード入力時にバリデータチェックを追加

・出力条件ダイアログ、出力パターン登録時、初期フォーカスを設定するように変更

・画面においてTAB等で移動時、グリッドにフォーカスが移動するように変更

42 日常業務 工事元帳 「配賦金額を含めて出力」のチェックを外しても配賦自動仕訳が出力される不具合を修正

43 マスター関係登録 事業者基本情報 「免税事業者は消費税申告書を起動しない」対応に付随する会計側の対応

44 マスター関係登録 科目別補助 フリガナ項目の正規表現を規約に則って修正

45 マスター関係登録 経過月発生高 不正な文字列が登録された場合は、0円で更新するよう修正

46 マスター関係登録 経過月発生高 月次・決算確定に対応

47 マスター関係登録 経過月発生高 月次確定に中間決算月の考慮を追加

48 マスター関係登録 経過月発生高 印刷時のヘッダー表示が前年日付になる不具合を修正



49 マスター関係登録 過年度実績 不正な文字列が登録された場合は、0円で更新するよう修正

50 マスター関係登録 過年度実績 決算確定に対応

51 マスター関係登録 固定摘要 固定摘要名称で適用コードを新規登録後、登録したコードまでスクロールするように修正

52 マスター関係登録 固定摘要 フリガナ項目の正規表現を規約に則って修正

53 マスター関係登録 銀行残高
共通補助に諸口のみ登録されている場合、共通補助残高・諸口残高に科目残高の金額を表示させるよう修正

複数登録されている場合でも、補助の総額がゼロ円の時には、共通補助残高・諸口残高に科目残高の金額を表示させるよう修正

54 マスター関係登録 部門名称 「部門性格」項目を画面・帳票上から削除

55 マスター関係登録 工事名称 表示用に加工した補助マスタ.外部コードではなく、DBから取得したままの補助マスタ.外部コードで印刷データを取得するよう修

56 マスター関係登録 工事配賦情報
・工事配賦情報の出力期間を変更した際、「決算月を含む」が誤字となる不具合を修正

・印刷時の年間入力値項目のタイトルを「配賦基準値」→「年間」に修正

57 マスター関係登録 工事出力順序 機能改善対応　新規追加

58 マスター関係登録 勘定科目
名称変更時確認メッセージを行う特殊科目について割り当てられている科目を表示するダイアログを呼び出せるよう対応

APツールバーに特殊科目ダイアログボックスボタンを追加

59 決算業務 分析グラフ 「経営分析計算明細書」のヘルプが表示されるように修正

60 決算業務 分析グラフ

◆月別売上実績表

　①当期の前年対比が、前期及び前々期の売上高を入力しないと表示されない不具合を修正

　②「季節指標」は、３期に跨って計算するように修正（印刷時のみ出力されます。）

61 決算業務 固定資産台帳
「期首帳簿価額」の変更後、Tabキーでフォーカス移動すると、上の「会計年度」コンボボックスにフォーカスが移動し、「期首

帳簿価額」欄が空になってしまう不具合を修正

62 決算業務 固定資産台帳
個人決算書からドリルダウンで呼ばれた場合、財産編集中に固定資産台帳を｢戻る｣ボタンで終了しようとすると、取消ダイアログ

が表示されますが、【はい】を選択しても何も起きない不具合を修正。

63 決算業務 固定資産台帳 編集中に画面一覧のスクロールを動かして他の明細をクリックすると画面一覧のスクロール位置が元に戻ってしまう不具合を修正

64 決算業務 固定資産台帳

以下の操作を行った場合、入力不可の項目にフォーカスが遷移する不具合を修正

①H19年3月以前取得資産で、期首帳簿価額を未償却限度額（5%)未満にし、償却状況と過年度均等償却にする。

②備忘価額に未償却限度額（5%)以上の金額を入力する。

③期首帳簿価額に備忘価額以上の金額を入力する。

期首帳簿価額が5%を超えた為、備忘価額が入力不可になった後に期首帳簿価額＞備忘価額のエラーが発生し、備忘価額にフォー

カスが遷移してしまう

65 決算業務 消費税基本情報
申告モジュール連携のメニューから起動された場合、会計処理区分「免税」でエラーとなり消費税基本情報が起動できないため、

「免税」起動不可チェックを行わないように修正

66 決算業務 所得税基本情報
改正版プログラムのリリース前に当年のデータの入力を行う場合、画面起動時に表示されるメッセージが分かりにくいため、メッ

セージを修正

67 決算業務 個人決算書
改正版プログラムのリリース前に当年のデータの入力を行う場合、画面起動時に表示されるメッセージが分かりにくいため、メッ

セージを修正

68 決算業務 所得税申告書
改正版プログラムのリリース前に当年のデータの入力を行う場合、画面起動時に表示されるメッセージが分かりにくいため、メッ

セージを修正

69 データ関係 決算更新 免税事業者データの消費税申告書移送に対応

70 データ関係 決算更新 残高再移送の際、当期データの残高は翌期データの外部コードが一致するマスターに移送するように修正

71 その他 請求データ連動処理 ポーリングの戻り値に変更があった場合のみ、APサーバーにログが記録されるように修正

72 その他 正規表現定数 フリガナ入力チェック用の正規表現で「\」を許可するように修正



73 その他 メニュー

最新メニューデータのリリース

・下記処理を事業者メニューに追加

マスター関係登録＞工事＞工事出力順序

74 その他 メニュー
オンラインアップデート（データバージョンアップ）

税務データバージョンアップで排他エラーが発生した際、排他のエラーメッセージが表示されるよう修正

75 その他 コードマスターの修正
【個人・法人コードマスターの修正】

科目のフリガナ修正

76 連合会業務 連合会ヘルプ

・半角入力の説明を修正

・「商工会情報の修正」に、「補足 ワンポイント」を追加

・ 「連合会で使用する機能」を追加

77 商工会業務 商工会ヘルプ

・半角入力の説明を修正しました。

・下記の対応をしました。

　①商工会事業者→商工会・事業者

　②『ネットde記帳ｖ6.4』⇒旧『ネットde記帳』

　③CSVデータ例の修正

　④コードマスター説明修正

・事業者データ作成の説明を修正しました。

・事業者データ削除に削除実行中のダイアログを追加しました。

78 商工会業務
一括印刷依頼ヘルプ

一括印刷帳票出力ヘルプ

一括印刷：マスター再計算フラグチェックについての説明を追記

・一括印刷帳票出力：ActiveXは使用しないようになったため、※印でその旨追記

79 商工会業務 事業者データ削除ヘルプ 事業者データ削除のワンポイントの改行を修正しました。

80 商工会業務 事業者状況確認ヘルプ 事業者状況確認：電子申告済 (両方)の、電子申告済と表示される為の操作を※で追記

81 商工会業務 商工会業務／電子申告ヘルプ 『代理送信の操作方法』《送信結果》の画面を差替え

82 商工会業務 商工会業務／電子申告ヘルプ

『利用者情報の設定内容』

項目

・「納税者用確認番号」の半角数字を半角に修正

83 日常業務 工事別集計表ヘルプ 「工事別集計表を印刷する」の画面説明の画像を差し替えました。

84 日常業務 工事別集計表ヘルプ 「条件設定」の「出力条件を指定する」の画像を差し替えました。

85 日常業務 工事別集計表ヘルプ 「条件設定」の■設定項目の項目「出力順序」に「出力分類」と「範囲」を追加しました。

86 日常業務 工事別集計表ヘルプ ■印刷の画像を差し替えました。

87 日常業務 工事別集計表ヘルプ ■画面の画像を差し替えました。

88 日常業務 工事管理表ヘルプ 「条件設定」の「出力条件を指定する」の画像を差し替えました。

89 日常業務 工事管理表ヘルプ 「条件設定」の■設定項目の項目「出力順序」に「出力分類」を追加し、「範囲」の説明を修正しました。

90 日常業務 日常業務ヘルプ

・半角入力の説明を修正

・「共通で使用する機能」で、"総勘定元帳"→"総勘定元帳・補助元帳、"仮受仮払消費税元帳"→"仮受・仮払消費税元帳"に修正

・仕訳帳の一括置換の説明を修正

91 マスター関係登録 マスター関係登録ヘルプ ・半角カナの説明を修正しました。

92 マスター関係登録 マスター関係登録ヘルプ

・『部門名称』から「部門性格」を削除

・事業者基本情報の注意「修正する際は、必ず事前に商工会に連絡！」を修正

・各種マスター採用情報の補足「ワインポイント」を修正



93 マスター関係登録 マスター関係登録ヘルプ 『共通で使用する機能』を新規に追加(年次型と月次型の入力について)

94 マスター関係登録 過年度実績ヘルプ 『過年度実績を登録する』に説明内容を追加

95 マスター関係登録 経過月発生高ヘルプ 『経過月発生高を登録する』に説明内容を追加

96 マスター関係登録 工事出力順序ヘルプ トピック「工事出力順序を登録する」を追加

97 マスター関係登録 工事ヘルプ メニュー構成の画像を差替え

98 マスター関係登録 工事ヘルプ メニュー構成の表に「工事出力順序」を追加

99 決算業務 決算業務ヘルプ
・ツリー「決算書＞決算書を作成する」を修正

・分析グラフに計算明細書ボタン、指標平均値を追加

100 決算業務 キャッシュ・フロー計算書ヘルプ 「キャッシュ・フロー計算書を作成する」に注意「減価償却費について」を追加

101 決算業務 固定資産台帳ヘルプ 「固定資産管理の流れ」の「■基本情報の設定」の内容を修正案にならって修正

102 決算業務 固定資産台帳ヘルプ 「固定資産台帳の設定内容」の「■［資産情報１］タブ」の表の「償却区分」、「償却方法」の内容を修正案にならって修正

103 決算業務 所得税申告書ヘルプ ・補足 事業者情報の取込で、"≪事業者情報取込≫"の位置がマニュアルと異なる点を修正

104 決算業務 所得税申告書ヘルプ 所得税基本情報の設定内容の■申告情報の項目「(ﾌﾘｶﾞﾅ)」の内容で「半角カタカナ40文字」の部分を「半角40文字」に修正

105 決算業務 決算業務／電子申告ヘルプ

『事前準備-設定内容』

項目

・「メールアドレス」「納税者用確認番号」の半角数字を半角に修正しました。

・「利用者識別番号を取得した」の半角数字を半角に修正しました。

106 決算業務 決算業務／電子申告ヘルプ

『電子申告データの流れ』-「■送信結果の確認」

・「メッセージ詳細」の画面を追加しました。

・送信結果の確認後、メッセージ詳細を確認する点を追加しました。

107 決算業務 決算業務／電子申告ヘルプ 『電子申告データの流れ』-「■電子申告データの送信」の画面を差替え

108 決算業務 決算業務／電子申告ヘルプ 『電子申告の流れ』③の「国税局」を「国税庁」に修正

109 決算業務 決算業務／電子申告ヘルプ

『電子申告データの流れ』-「■送信結果の確認」

・「メッセージ詳細」の画面を追加

・送信結果の確認後、メッセージ詳細を確認する点を追加

110 決算専用業務 固定資産台帳ヘルプ 「固定資産管理の流れ」の「■基本情報の設定」の内容を修正案にならって修正

111 決算専用業務 固定資産台帳ヘルプ 「固定資産台帳の設定内容」の「■［資産情報１］タブ」の表の「償却区分」、「償却方法」の内容を修正案にならって修正

112 決算専用業務 所得税申告書ヘルプ 補足 事業者情報の取込で、"≪事業者情報取込≫"の位置がマニュアルと異なる点を修正

113 決算専用業務 所得税申告書ヘルプ 所得税基本情報の設定内容の■申告情報の項目「(ﾌﾘｶﾞﾅ)」の内容で「半角カタカナ40文字」の部分を「半角40文字」に修正

114 決算専用業務 決算専用業務／電子申告ヘルプ
『事前準備-設定内容』

「メールアドレス」「納税者用確認番号」「利用者識別番号を取得した」の半角数字を半角に修正

115 決算専用業務 決算専用業務／電子申告ヘルプ 『代理送信の操作方法』《送信結果》の画面を差替

116 決算専用業務 決算専用業務／電子申告ヘルプ 『電子申告データの流れ』-「■電子申告データの送信」の画面を差替え

117 決算専用業務 決算専用業務／電子申告ヘルプ

『電子申告データの流れ』-「■送信結果の確認」

・「メッセージ詳細」の画面を追加

・送信結果の確認後、メッセージ詳細を確認する点を追加

118 その他 概要・基本操作ヘルプ
システムの動作条件にWindows8のModern UI版についての記載を追加

※マニュアルのみのリリースです。


