
v1.03.0100_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 一括印刷帳票印字設定
青色申告決算書の専用紙印刷を行うと、商工会コードが固定で表示される仕様にしていたが、

印字設定画面から商工会コードの表示有無を選択できるように対応。

2 連合会業務 処理状況照会

納品明細書の印刷にて、ページ数が通し番号で採番されていたため、商工会毎に採番する

ように修正。

※「一括印刷処理　概要資料」中の「連合会で処理している印刷依頼を商工会別に抽出して

ＰＤＦの明細表として出力」との記載は、ページ数に関する記載ではなく、納品明細書自体が

商工会別に出力され、通し番号でページ数が採番されることの説明。

3 連合会業務 商工会別メニューパターン設定
最新年度のメニューを採用しており、画面右ツリー上部の文言を「年度管理なし」という

表現だけでは不適切なため、「年度管理なし」→「メニューパターン」に変更。

4 連合会業務 プリンター情報

ネットワーク経由のプリンターを使用する場合、エラーが発生し、一括印刷ができなかった

ため、ネットワーク経由のプリンター情報の取得方法を修正し、正しく判別し、印刷するよう

に修正。

5 連合会業務 一括印刷依頼一覧

ネットワーク経由のプリンターを使用する場合、エラーが発生し、一覧の印刷済依頼データの

表示が不正になる場合があるため、ネットワーク経由のプリンター情報の取得方法を修正し、

正しく判別するように修正。

6 商工会業務 事業者別メニューパターン設定
最新年度のメニューを採用しており、画面右ツリー上部の文言を「年度管理なし」という

表現だけでは不適切なため、「年度管理なし」→「メニューパターン」に変更。

7 商工会業務 ネットde記帳・会計コンバート

決算更新後、仕訳のインポートの際に、コンバート処理で科目別補助別（工事も含む）残高を

積み上げて科目残高を作成していたため、完成工事売上高の科目残高データが作成されていた。

コンバート後に実行されるマスター再計算で、完成工事売上高の科目別残高を削除するように

修正。また、既存データの対処として、マスター再計算の裏機能の「残高復旧処理」で

完成工事売上高の科目別残高を削除するように修正。

8 商工会業務 データ・バックアップ

新規事業者のデータ・インストール実行時、「商工会業務＞事業者情報登録」の情報が存在しないため、

商工会業務の氏名に「マスター関係登録＞事業者基本情報」の氏名をセットしていたため、

共通情報（事業者情報登録、ユーザー情報登録）を、事業者データバックアップ・リストアの対象

にするよう修正。

9 商工会業務 データ・リストア 事業者情報登録の履歴書き込みに対応。

10 商工会業務 データ・リストア

データ・リストアすると事業者ユーザーの情報がセットされないため、共通情報（事業者情報

登録、ユーザー情報登録）を、事業者データバックアップ・リストアの対象にするよう修正。

※新規事業者としてのリストア（インストール）の際、事業者ユーザーもリストアされ、

既存事業者へのリストアでは、事業者ユーザーはリストアされない。

また、「リストア開始」ボタンの連打を受け付けないよう修正。



11 商工会業務 データ・リストア

リストア時に「事業者情報登録の内容を含む」にチェックを入れない場合、

事業者情報登録の履歴に書き込まれていたため、共通情報を含まない場合は履歴を出力しない

よう修正。

12 商工会業務 一括印刷依頼 消費税改正を伴う消費税精算表のPDFが作成されない不具合を修正。

13 商工会業務 一括印刷依頼
申告が白色の事業者にて、一括印刷の青色申告決算書を印刷する設定となっている場合は、

青色申告決算書を印刷しないように修正。（商工会・連合会共）

14 日常業務 仕訳帳（ドリルダウン元帳）

Enter or Tabでの更新前のエラーチェックを繰り返し、エラーチェックが正常に機能する

ように修正。

15 日常業務 仕訳帳（ドリルダウン元帳）
会計期間が1日始まり以外の場合、仕訳帳の条件入力にて日付順で特定の日付指定する

と、該当の仕訳が表示されない不具合を修正。

16 日常業務 仕訳帳（ドリルダウン元帳） 一括置換で科目を指定すると、部門が全社に変更され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）
仕訳帳の伝票No付番方法を「自動付番」と設定されている場合、伝票ドリルダウンにて

該当の伝票を削除後、仕訳帳で伝票Noが自動付番されなくなる不具合対応。

18 日常業務 出納帳（現金・預金）

↑↓キーにて月度変更⇒Enterキー⇒ファンクションボタンがフォーカスセットされている

入力項目のモードに表示されること且つ、ファンクションに『科目変更』が表示されるように

修正。

19 日常業務 売掛帳

↑↓キーにて月度変更⇒Enterキー⇒ファンクションボタンがフォーカスセットされている

入力項目のモードに表示されること且つ、ファンクションに『科目変更』が表示されるように

修正。

20 日常業務 買掛帳

↑↓キーにて月度変更⇒Enterキー⇒ファンクションボタンがフォーカスセットされている

入力項目のモードに表示されること且つ、ファンクションに『科目変更』が表示されるように

修正。

21 日常業務 振替伝票

・不正な伝票日付を入力した際に「入力年月日が間違っています」とメッセージ表示される

ように修正。

・定型No未入力でもエラーとならないように修正。

22 日常業務 入金伝票

・不正な伝票日付を入力した際に「入力年月日が間違っています」とメッセージ表示される

ように修正。

・定型No未入力でもエラーとならないように修正。

23 日常業務 出金伝票

・不正な伝票日付を入力した際に「入力年月日が間違っています」とメッセージ表示される

ように修正。

・定型No未入力でもエラーとならないように修正。

24 日常業務 日別残 月度バー右端▼ボタン押下時にデータの取得処理が動く不具合対応。

25 日常業務 日別残 ドリルダウン元帳から戻った際、スクロールが初期化される不具合対応。



26 日常業務 日別残
日別残にて、期末商品棚卸高の金額が、正しく表示されない（前月の残高と、当月の前残が

一致しない）不具合を修正。

27 日常業務 日計表 科目出力順序で共通構成比タイトルを変更しても、反映されない不具合の修正。

28 日常業務 日計表 日計表にて、科目順序を「コード順」で印刷するとエラーが表示される不具合を修正。

29 日常業務 科目別集計表
翌期の1か月目を指定時、期首繰越利益剰余金の金額に、「期末の期首繰越利益剰余金」では

なく「期末繰越利益剰余金」の残高が表示されるように修正。

30 日常業務 科目別集計表
同一の科目が既に選択されていても、データグリッドに追加で選択できてしまう不具合の修正。

※ヘッダ部の科目コードにて指定した場合

31 日常業務 総勘定元帳・補助元帳
ページの最終行が「月計」の場合、次ページの先頭行の「前月より繰越」を表示するように

修正。

32 日常業務 総勘定元帳・補助元帳
ページの最終行の一行上が「月計」の場合、次ページの先頭行の「前月より繰越」を表示する

ように修正。

33 日常業務 総勘定元帳・補助元帳
出力条件設定の出力パターンにて、半角のシングルクォーテーションを登録することができなかった

不具合の修正。

34 日常業務 総勘定元帳・補助元帳 「Ａ４縦専用紙」のレイアウトにて、商工会名を表示することができるように修正。

35 日常業務 総勘定元帳・補助元帳 APツールバーの「条件」ボタンを「条件設定]に変更するように修正。

36 日常業務 財務報告書 出力パターン名のドロップダウンリストを開いた時に表示される順番が異なる不具合を修正。

37 日常業務 財務報告書
条件ダイアログで科目順序のデフォルトに設定されているものを削除したとき、「標準」の

パターンで出力するように修正。

38 日常業務 推移財務報告書 出力パターン名のドロップダウンリストを開いた時に表示される順番が異なる不具合を修正。

39 日常業務 推移財務報告書
「その他の設定」の「決算月を最終月に含める」にチェックし、パターン登録すると、

適用されない不具合を修正。

40 日常業務 推移財務報告書

①メニューから処理を呼び出して、「TAB」キー移動する際、最初の項目である「部門」の

ところに、「TAB」を2回押さないとフォーカスが当たらない不具合を修正。

②「TAB」移動を下記のように修正しました。

 「部門（会計単位）」⇒出力形式⇒科目順序⇒単位⇒0円出力⇒科目別補助⇒月度バー⇒帳票TAB

41 日常業務 推移財務報告書
出力形式（推移（フォーム）、推移（専用紙））で印刷・pdf出力した時、部門・会計単位が

表示されない不具合を修正。

42 日常業務 推移財務報告書

「出力パターン登録」で、「一括印刷に設定する」にチェックを入れても反映されて

いなかったが、一括印刷に設定しない仕様に変更したため、機能が不要となったため、

表示させないように修正。

43 日常業務 推移財務報告書
条件ダイアログで科目順序のデフォルトに設定されているものを削除したとき、「標準」の

パターンで出力するように修正。

44 日常業務 残高一覧表 「出力パターン指定なし」で登録すると画面項目が変わる不具合を修正。

45 日常業務 残高一覧表 外部コードが0のレコードが明細に表示されない不具合を修正。

46 日常業務 残高一覧表
残高一覧表のドリルダウンからの受取期間が当期しか想定していなかったため、

財務報告書からのドリルダウン時、翌期のデータが表示されない不具合を修正。

47 日常業務 残高一覧表
条件設定ダイアログにて、『0円の科目も出力する』にチェックし、『OK』ボタン押下後の

画面にて、設定内容が、再表示ボタンを押さなくとも、設定内容が反映するように修正。



48 日常業務 残高一覧表

・工事別集計表の検索処理にて、条件設定で科目順序を指定した場合、科目加算体系２の

マスタ区分が「9:工事集計科目」の場合は管理科目基本マスタから、実績の正負を判定する

よう修正。

49 日常業務 残高一覧表 「0円の科目も出力する」にチェックしても、0円の科目が印刷されない不具合を修正。

50 日常業務 残高一覧表

「月次」「年次」の場合に、「種別」を変更後に検索エクスプローラから科目を変更すると、

データは表示されるが、「該当データなし」のメッセージが表示され、印刷できない不具合を

修正。

51 日常業務 工事別集計表

・工事別集計表の検索処理にて、条件設定で科目順序を指定した場合、科目加算体系２の

マスタ区分が「9:工事集計科目」の場合は管理科目基本マスタから、実績の正負を判定する

よう修正。

52 日常業務 工事別集計表

・工事別集計表のデータ取得時、科目出力順序.強制出力区分を取得するよう修正。

(科目指定の場合、強制出力区分は「0:なし」固定)

・科目出力順序.強制出力区分が「1:あり」の場合、金額が0円の場合でも、画面及び印刷に

出力するよう修正。

53 日常業務 工事台帳 出力する工事明細行が38行(Max行)の場合にエラーが発生し、出力されない不具合を修正。

54 日常業務 工事台帳 APツールバーの「条件」ボタンを「条件設定]に変更するように修正。

55 日常業務 工事元帳 APツールバーの「条件」ボタンを「条件設定]に変更するように修正。

56 日常業務 工事元帳
工事元帳にて、「未成工事受入金」に計上した金額が反映されない不具合および、

摘要欄に「前期より繰越」が表示されない不具合を修正。

57 日常業務 資金繰実績表
事業者基本情報にて設定した予算名称が条件設定ダイアログ内の予算区分コンボアイテム

に反映されない不具合対応。

58 日常業務 資金繰実績表
条件ダイアログで科目順序のデフォルトに設定されているものを削除したとき、

「標準」のパターンで出力するように修正。

59 日常業務 資金繰実績表 とじしろの有無に関わらず、帳票の詳細部分がフッターと重なって表示される不具合対応。

60 日常業務 資金繰実績・予定表
翌期を指定し、条件指定にてダイアログから戻った際、データ集計されず「該当データが

ありません」とメッセージが表示される不具合を修正。

61 日常業務 資金繰実績・予定表
条件ダイアログで科目順序のデフォルトに設定されているものを削除したとき、

「標準」のパターンで出力するように修正。

62 日常業務 資金繰実績・予定表
事業者基本情報にて設定した予算名称が、条件設定ダイアログ内の予算区分コンボアイテムに

反映されない不具合を修正。

63 マスター関係登録 事業者基本情報

主たる事業、その他の事業、原価科目採用を変更処理時、以下の条件であった場合、

当該メッセージを表示し、変更が行えない事。

・『専用科目を使用した仕訳・残高が存在する。』

・『工事別管理の事業者の場合、工事マスターが存在する。』

・『固定資産に当該事業割合が設定されている。』

※決算確定済の場合は、参照モード(現状の仕様のまま)とする。

64 マスター関係登録 事業者基本情報
主たる事業、その他の事業での「建設工事業」変更時、または「工事別管理あり」チェック変更時、

メッセージ表示後に「工事別管理」のチェックが変更前から変わってしまう不具合の修正。



65 マスター関係登録 事業者基本情報

その他事業「建設工事業」「工事別管理あり」で、工事BSがある場合、工事作成後に

主たる事業を(建設工事業以外)に変更すると、メッセージが表示されて変更できず、

主たる事業の「工事別管理あり」チェックボックスに自動でチェックがつく不具合を修正。

66 マスター関係登録 事業者基本情報
個人/法人において、SHIFT+TABキーを押し続けてフォーカスを逆順で移動させると、

カーソルがグリッドで停止し、また複数グリッドに2つのカーソルが出現する不具合を修正。

67 マスター関係登録 各種マスタ採用情報
個人/法人において、SHIFT+TABキーを押し続けてフォーカスを逆順で移動させると、

カーソルがグリッドで停止し、また複数グリッドに2つのカーソルが出現する不具合を修正。

68 マスター関係登録 従業員名称 付箋を剥がしてもコメントが残ってしまう不具合を修正。

69 マスター関係登録 部門名称 付箋を剥がしてもコメントが残ってしまう不具合を修正。

70 マスター関係登録 部門名称 仕訳、残高が存在する場合、B/S管理「あり」から「なし」に変更できないように修正。

71 マスター関係登録 工事予算登録
画面表示時に表示対象の工事名称が存在しない場合、削除ボタン、科目グリッドを不活性とし、

後続の初期表示処理を行わないように修正。

72 マスター関係登録 勘定科目
実在科目登録リスト・合計科目登録リストで出力データの件数が38と39の倍数のとき、

頁制御が正しく行なわれず、余分な頁が印刷される不具合を修正。

73 マスター関係登録 勘定科目

個人および法人にて、経常利益計算時、販管費合計と営業利益を足していたため、

販管費合計が経常利益以降の金額に反映されない不具合を修正。

経常利益を計算する際、販管費を計算に含めないように修正。

※計算式「経常利益＝販管費+営業収益-営業外費用」を

「経常利益＝営業利益+営業外収益-営業外費用」に修正。

74 マスター関係登録 勘定科目
決算終了月の経常利益・税引前利益・税引後利益の計算が正しく行われない不具合を

修正しました。

75 マスター関係登録 勘定科目
予算区分を切り替えた際、表示単位のラジオボタンを考慮せず、

金額表示が正しく制御されていなかった不具合を修正いたしました。



①粗付加価値(Ｋ)にて、内訳の売上高（Ａ）が加算体系の符号がマイナス表示されていた。

本来はプラスが正しい。

②①の点を修正中に、配列がオーバーフローしていたため、オーバーフローしないように

修正しました。

③

№1 (I)流動資産計

 　有価証券(21)を削除

№2 (N)人件費

 　製造経費人件費(117)を減算として追加

№3 (v)繰越利益剰余金を

 　(X)負債純資産合計※(総資本)から削除し、(Y)自己資本に追加

№4 (i)その他流動資産

 　有価証券(21)を追加

№5 (t)販売費

 　販管費付加マイナス(130)を削除

№6 (u)一般管理費

 　役員報酬(124),販管費人件費(125),販管費減価償却費(126),

　販管費粗付加マイナス(130)を追加

№7 新規追加

　(y)加工高,(z)設備資産,(a1)仕入合計,(b1)借入金合計,(c1)事業主合計,

　(d1)長期借入金,(e1)商品仕入,(f1)広告宣伝費№9 (D)販管費合計の加算体系を見直したことにより(''124'',''125'',''126'')を削除。

 　(D)販管費合計⇒(D)販売・管理費合計　に変更。定型用紙の名称に合わせた。

№10(I)流動資産計⇒(I)流動資産合計　に変更。定型用紙の名称に合わせた。

 　受取手形：(10)＋売掛金：(12)－割引手形：(11)⇒削除し、(a)受取勘定　を追加。

№11(P)固定費合計⇒(P)固定費　に変更。定型用紙の名称に合わせた。

№12(Q)変動費合計⇒(Q)変動費　に変更。定型用紙の名称に合わせた。

№13(g1)有形固定資産合計 を追加。

№14(Z)固定資産計⇒(Z)固定資産合計  に変更。定型用紙の名称に合わせた。

№15(a)受取勘定 に　割引手形：(11)　を減算として追加。

№16(c)棚卸資産⇒(c)棚卸資産合計  に変更。定型用紙の名称に合わせた。

№17(k)固定負債計⇒(k)固定負債合計  に変更。定型用紙の名称に合わせた。

№18(l)総資産合計⇒(l)総資産  に変更。定型用紙の名称に合わせた。

№19(m)当期仕入計⇒(m)当期仕入  に変更。定型用紙の名称に合わせた。

№20(n)商品(製品)計⇒(n)商品(製品)  に変更。定型用紙の名称に合わせた。

№21(a1)仕入合計⇒(a1)仕入計  に変更。定型用紙の名称に合わせた。

№22(e)当座資産合計⇒有価証券：(21)を追加加算しました。

77 決算業務 分析グラフ
損益分岐点グラフで、画面表示が帳票と同じ表示になるように、金額により項目名が重なる点、

項目名の相違、グラフの色の相違点、を修正。

76 決算業務 分析グラフ



78 決算業務 分析グラフ

損益分岐点グラフで、入力された金額のパターンによっては、グラフの塗りつぶしが

枠からはみ出す不具合を修正。

※印刷時にグラフの色が異なる、画面のグラフと見え方が異なる、などの症状が発生するのは、

データが異常値のケースである時。

79 決算業務 固定資産台帳 インポート処理

増加事由＝4:事業承継　かつ　期首帳簿価額＝0　のコンバートデータを取り込める様に

インポート処理を修正。

インポート時に増加事由を「4：事業承継」から「9：その他」に変換し、エラーログに

警告MSGを出力します。

80 データ関係 月次確定
月次・決算確定後、変更を加えた状態で別処理を起動しようとしても、ホーム画面に戻って

しまい、選択したメニューが起動しない不具合を修正。

81 データ関係 マスター更新 経過月発生高も原価率計算の対象とするように修正。

82 データ関係 マスター再計算

コンバート後に実行されるマスター再計算で完成工事売上高の科目別残高を削除するように

修正。

既に作成されたデータの対応は、マスター再計算の裏機能の「残高復旧処理」にて

完成工事売上高の科目別残高を削除するように修正。

83 その他 メニュー キャッシュ対応

メニュー起動時(swfファイル読み込み時)に、パラメーターとしてバージョン番号を

付加することで、S会計のバージョンが変更された際に、キャッシュによって

前のバージョンのswfファイルを読み込まず、改めてサーバーから読み込まれるように修正。

84 その他 その他 ポーリングサービス

ポーリング処理の途中で、F5キーを押下し、別の商工会でログインする。

ポーリング処理が終わった後に、メニューを移動すると元の商工会に置き換わる現象を修正。

(ポーリング情報の格納先をセッションからDBに修正)

85 その他 その他 ログアウト

ログイン後、F5キー押下もしくはブラウザの閉じるを押下した際に、ログアウト処理が

行われない現象を修正。

（クライアント環境によって、ごくまれに発生）

86 その他 その他

OS「Windows 8.1」、「Windows 7」上のInternetExploler11に対応。

※IE10と同様、従来のデスクトップユーザーインターフェイスにある32Bit版のIE11の対応

　となります。

  （64Bit版、“Modern”インターフェイス版のIEには非対応です。）

87 その他 その他 サーバー管理ツール IE11対応。

88 マスター関係登録編

主たる事業の変更を行った際の残高移送の説明として、以下の会計単位間の一括移送に

関しての「注意」を追加しました。

・新規事業に移送する場合は、最初に会計単位を登録してから移送を行うこととなります。

・移送元の残高は移送先の残高にすべて加算し、移送元の残高はクリアされます。

・会計単位独自の科目に登録してある残高もすべて移送先に加算されます。

※例） 「農業」→「不動産」へ開始残高を移送する場合

農業専用科目である「7115:[農]農機具等」に残高を登録した場合も、不動産へ移送され、

不動産側の残高として加算されます。

※ヘルプの修正は1/17リリースとなります。

v1.04.0100_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 決算業務 消費税基本情報

H25年機能改良。

提出先の入力方法、上下段、フリガナのラベルの記載方法、還付金融機関の入力方法を

所得税基本情報の動作に統一。税理士情報の入力項目の順序を消費税の入力順に統一する

ように修正。

2 決算業務 消費税基本情報

・消費税基本情報の「提出税務署」「金融機関区分」のガイド名、金融機関コンボと

本支店コンボと預金名のガイドタイトルを修正。

・所得税基本情報の「金融機関区分」のガイド名、金融機関コンボと本支店コンボの

ガイドタイトルを修正。

・ガイドメッセージを追加するように修正。

3 決算業務 消費税申告書 申告書の金額修正に更新時のチェック機能を追加するように修正。

4 決算業務 消費税申告書 H25年機能改良の金額修正対応。

5 決算業務 消費税申告書
金額修正画面からメニューを選択し画面遷移しない場合、申告書画面がグレーのままとなる

不具合を修正。

6 決算業務 消費税申告書
H25年機能改良。

申告書の強制入力機能を追加するように修正。

7 決算業務 消費税申告書 H25年機能改良の金額修正対応。

8 決算専用 所得税申告書 H25年税制改正対応。（白色申告対応・機能改良分含む）

9 決算専用 消費税申告書 H25年機能改良の金額修正対応。

10 決算専用 個人決算書
H25年税制改正対応。

（白色申告対応・機能改良分含む）

11 商工会業務 個人決算連動科目
H25年税制改正対応

（白色申告対応・機能改良分含む）

12 データ関係 決算更新
ポーリングの終了処理を行わない制御の対応（復旧処理から呼ばれた場合は終了処理を

呼ばない）。

13 データ関係 マスター再計算

・画面起動時の月度期間初期表示を修正。

・仕訳データに不正な科目別補助コード（科目に採用が無い）が入っていた場合、

復旧するように修正。

・非表示科目、非採用事業別科目が登録されている仕訳でも実績再集計を行うように修正。

14 日常業務 工事別集計表

契約金額のデータ取得時、契約金額入力方法に値がない場合は、

「税込」と判定するよう修正。

詳細はお問い合わせ票をご確認お願いいたします。

15 日常業務 工事管理表

契約金額のデータ取得時、契約金額入力方法に値がない場合は、

「税込」と判定するよう修正。

詳細はお問い合わせ票をご確認お願いいたします。



16 ログイン・メニュー メニュー

・税務系2013年度版メニューを追加。

・消費税金額修正メニューを追加。

・白色申告用オプション採用情報を追加。

・決算専用業務に下記メニューを追加。

　会計＞実績登録

　会計＞財務報告書

　会計＞推移財務報告書

　会計＞分析グラフ
17 ログイン・メニュー メニュー 事業者データバージョンアップの実行ログ出力機能に対応するように修正。

18 ログイン・メニュー メニュー 連合会業務メニューに「復旧処理」を追加するように修正。

19 決算業務 所得税基本情報 H25年税制改正対応。（白色申告対応・機能改良分含む）

20 決算業務 個人決算書 H25年税制改正対応。（白色申告対応・機能改良分含む）

21 決算業務 所得税申告書 H25年税制改正対応。（白色申告対応・機能改良分含む）

22 決算専用 当年実績 決算専用・当年実績登録処理を追加するように修正。

23 商工会業務 事業者データ作成 白色区分対応

24 商工会業務 事業者データ作成

決算専用事業者の事業者データ作成時に、

その他の事業に「製造業」または「建設工事業」を選択した際、

会社基本情報テーブルに原価科目採用区分が正しく設定されない不具合を修正。

25 電子申告 データ作成・送信 H25年税制改正対応版
H25年税制改正対応

（白色申告対応・機能改良分含む）

26 電子申告 利用者情報登録・変更 H25年税制改正対応版
H25年税制改正対応 - 部内評価不具合対応

（白色申告対応・機能改良分含む）

27 日常業務 財務報告書 決算専用メニュー対応

28 日常業務 推移財務報告書 決算専用メニュー対応

29 日常業務 工事台帳
完成区分について、印刷条件で指定した完成区分ではなく、工事の完成区分が

表示されるように修正。

30 日常業務 工事台帳

契約金額のデータ取得時、契約金額入力方法に値がない場合は、

「税込」と判定するよう修正。

詳細はお問い合わせ票をご確認お願いいたします。

31 日常業務 工事元帳

契約金額のデータ取得時、契約金額入力方法に値がない場合は、

「税込」と判定するよう修正。

詳細はお問い合わせ票をご確認お願いいたします。

32 連合会業務 一括印刷依頼一覧

青色申告決算書での商工会コード表示非表示の対応について、

速度改善の修正にて、表示にチェックが付いていても表示されない不具合を修正。

※H25年度税制改正版でのみ発生する事象

33 連合会業務 復旧処理 復旧処理の新規追加

34 その他 システムカラー対応 システムカラー対応（標準カラーのみ）

v1.04.0101_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
事業者基本情報

決算更新直後の事業者で、変更対象の会計単位以外に仕訳がある場合も、

残高クリアメッセージが表示される不具合を修正。

2 マスター関係登録

事業者基本情報

その他の事業に「建設工事業/工事別管理あり」を設定時、工事マスタが存在する状態で

主たる事業を「建設工事業」に変更しようとすると、メッセージが表示され、

主たる事業が変更出来ない不具合を修正。

3 マスター関係登録

事業者基本情報

その他の事業「空白」を「建設工事業/工事別管理なし」に変更後に更新時、

建設工事業専用勘定科目（科目名称に「 [完] 」が付与されている科目）が

正しく表示されない不具合を修正。

4 マスター関係登録

事業者基本情報

・決算更新後、一般専用科目以外の残高が存在する「その他の事業」を変更した場合、

 残高クリアされる旨のメッセージが表示されず残高が消えてしまう不具合を修正。

・決算更新後、事業専用科目のみの残高が存在する「その他の事業」を削除しよう

とした場合、残高クリアされる旨のメッセージが表示されるよう修正。

・決算更新後、一般専用科目の残高が存在する「その他の事業」を削除しようとした場合、

削除できない旨のメッセージが表示されるよう修正。

5 商工会業務
商工会ヘルプ

『個人事業者の設定内容』で、入力可能文字数と他処理で使用する文字数が異なる場合の

説明を追加。
6 決算専用 決算専用ヘルプ 財務報告書、推移財務報告書、分析グラフを追加。

7 決算業務

固定資産台帳 固定資産台帳

普通償却費の計算結果が不正となる点の対応として、以下のように修正。

・翌期更新後の強制入力解除確認メッセージに以下の内容を追加。

｢※｢いいえ｣を選択する場合、前年度の強制入力額が今年度も保持されますので、

金額に問題が無いか、必ず、確認してください。｣

・決算更新後に「強制入力を解除しますか？」の確認MSGで「いいえ」が選択された場合、

計算値と一致していなければ強制入力が解除されないように修正。

・強制入力の資産が存在する場合、一覧画面右上に｢【強制入力中の資産あり（*）】｣を

オレンジ色で表示するように修正。

・強制入力中の資産の場合、画面表示上の資産種別の後ろに｢*｣を表示するように修正。

8 決算業務
所得税申告書 H25年税制改正対応版

所得税バージョンアップ

25年事業者データに対する青白区分データリカバリー機能を追加。

9 決算業務
所得税申告書 H25年税制改正対応版

電子申告データ作成での申告書B第一表 「納める税金」の項目の編集方法を変更。

"0～99"の金額は"0"に置き換えるように修正。

10 決算業務
所得税申告書 H25年税制改正対応版

個人決算書連動について変更（自動連動の場合）

・個人決算書の完了によらず所得税画面起動時に必ず連動するように修正。

11 決算業務 所得税基本情報 H25年税制改正対応版 最新の地方自治体コード情報（CSV）の更新。

12 決算業務

所得税基本情報 H25年税制改正対応版

・個人決算書連動について変更（ラベル及びガイダンスの変更）。

・決算専用の場合、青白区分の変更時に不要な科目の当年実績金額をクリアする処理を

呼出すように修正。



13 決算業務
個人決算書 H25年税制改正対応版

収支農業の果樹牛馬等費用の計算方法の欄で、半角入力で1行あたり15文字となる

不具合を修正。

14 決算業務
個人決算書 H25年税制改正対応版

印刷ダイアログで、「提出用を印刷する」「控えを印刷する」にチェックを付け、

印刷時、別紙が１部のみ印刷される不具合を修正。

15 決算業務 個人決算書 H25年税制改正対応版 事業者別の連動科目設定がある場合の確認メッセージを追加するように修正。

16 決算業務 所得税申告書 所得税基本情報の変更に伴い、給与所得者の特定支出の区分の合計に関する説明文を修正。

17 決算業務
個人決算書

「補足：データ連動の確認」を「注意：データ連動の確認」に変更し、説明内容を

追加するように修正。（会計データ連動と一般的な内訳連動との関係について）

18 決算業務
固定資産管理

普通償却費の計算結果が不正となる点の対応に伴い、強制入力の資産が存在する場合の

説明を追記。

19 商工会業務 一括印刷依頼 青色事業者であるが、青色申告決算書の依頼が作成されないパターンがあった不具合を修正。

20 決算専用

当年実績

・個人決算書の空白項目を、空白行とするように修正。

・PL科目、CR科目は期首残にフォーカスが当たらないように修正。

・青白区分変更時、青白共通科目以外の実績を削除するように修正。

・採用していない製造原価科目の実績をクリアするように修正。

・処理終了時のバランスチェックを、全会計単位で行うように修正。
21 システムカラー対応 独自対応されていた仕訳入力系のフォーカス色のシステムカラーに対応するように修正。

22 決算業務

所得税申告書 H25年税制改正対応版

・所得税申告書を起動し、決算書連動処理が実施された時、個人決算書の青白の区分と

所得税申告書の青白の区分が異なると、メッセージが表示されない不具合を修正。

※個人決算書連動（APツールバー）の実行ではメッセージが正しく表示される。

23 決算業務
個人決算書 H25年税制改正対応版

決算更新後の個人決算書起動時、固定資産の未計算のエラーが表示されない場合の

不具合を修正。

24 決算業務

個人決算書 H25年税制改正対応版

個人決算書の印刷条件指定時、別紙帳票を印刷する指定を行っている状態で、

「提出用」を出力せずに「控え用＋部数」のみを出力する指定を行った場合に、

余計な別紙（提出用分）が最初に出力されてしまう点を修正。

25 決算業務 固定資産管理 メニューの選択操作の説明が書かれている個所にあったメニュー画面の画像を削除。

26 決算業務 所得税申告書 メニューの選択操作の説明が書かれている個所にあったメニュー画面の画像を削除。

27 決算業務 消費税申告書 メニューの選択操作の説明が書かれている個所にあったメニュー画面の画像を削除。

28 データ関係
マスター再計算 マスター再計算

マスター再計算時の仕訳最終入力月取得方法を変更。

SumSmの金額発生月を考慮し、期間の初期値をセットするように修正。

29 データ関係

マスター再計算 マスター再計算

期間フォーカス時のガイドメッセージを修正。

月次確定月を含む期間指定の場合メッセージを表示するように修正。

※マニュアル・ヘルプは次回リリースで対応致します。

30 データ関係
マスター再計算 マスター再計算

仕入の消費税コード60番台の税額が「0」クリアされてしまう不具合に対応。

31 マスター関係登録 事業者情報登録 住所検索 郵便番号データを日本郵便の最新（2013年12月）に更新しました。

v1.04.0102_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
その他

なし DBサーバー
特定県連で請求データ連動が終了しない件に対応

データ連動処理の監視方法を変更


