
v1.03.0010_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 ユーザー情報登録 個別 連合会のユーザー情報登録画面にて、基幹商工会ユーザーIDで基幹呼出できないように修正。

2 連合会業務 ユーザー情報登録 個別 システム権限に関係なく、ログインユーザー以外の基幹ユーザーPWにマスクをかけるよう修正。

3 連合会業務 ユーザー情報登録 個別 基幹ユーザーPWのみが変更された場合は、更新ボタンの使用可否制御は行わないよう修正。

4 連合会業務 プリンター情報

プリンター情報取得の際、プリンター名に禁則文字(' & % +など)がある場合、プリンター・トレイ情報の文字列が崩れてしまい

正しく情報が判断できなくなるため、禁則文字の文字変換にて加工を行い、正しく判断できるように対応。

※『"』 ダブルクォーテーションだけは回避不可能であるため、使用不可とさせていただきます。

5 連合会業務 一括印刷状況確認

一括印刷状況確認でプリンター設定で設定した内容が正しく一覧に反映されない件について、正しく反映されるように対応。

一括印刷状況確認で初回起動時直後に表示ボタンを押下するとTypeErrorが表示されため、起動直後から印刷依頼日時等のデフォ

ルトが表示されるまで、表示ボタンを押下できないように対応。

6 連合会業務 処理状況照会
一括印刷依頼にて月次と決算を同時に依頼を出し、どちらかの依頼を印刷指示したが、印刷を途中で終わらせた、もしくは、印刷

対象が複数事業者ありその内1事業者が印刷完了していた場合、実績一覧表及び納品明細書の画面表示が不正となる不具合の修

7 連合会業務 データ連動処理 個別 暗号化キーを変更した場合に、『データベース設定』を起動した際にメッセージが表示されるように修正。

8 連合会業務 データ連動処理 個別 基幹データ連携から「決算確定」済みの条件を除外する。

9 連合会業務 経営指標情報集計 集計対象から「決算確定」済みの条件を除外する。

10 商工会業務 ユーザー情報登録 個別 システム権限に関係なく、ログインユーザー以外の基幹ユーザーPWにマスクをかけるよう修正。

11 商工会業務 ユーザー情報登録 個別 基幹ユーザーPWのみが変更された場合は、更新ボタンの使用可否制御は行わないよう修正。

12 商工会業務 ユーザー情報登録 個別 登録されている税理士ユーザーの郵便番号が画面に表示されるよう修正。

13 商工会業務 ネットde記帳・会計コンバート
会計コンバートデータ出力ダイアログにてH26のデータが出力できない（コンボに選択アイテムが無い）

年度の選択をコンボから任意入力に変更し、出力対象とする年度を選択するよう修正。

14 商工会業務 データ・リストア ・データインストール時に、データコントロールテーブルに新規コードが設定されるよう修正。

15 商工会業務 一括印刷依頼

一括印刷依頼画面フリーズ事象　の件について対応

画面起動時に"処理中…"のプログレスバーが表示されるが、表示中に項目の制御処理に不具合が発生するパターンがあるため、表

示中の項目の制御処理自体が行われないように修正。

16 商工会業務 一括印刷依頼
速度改善・メモリ改善対応。

※改善値については別途ご報告

17 商工会業務 一括印刷帳票出力

PDFがダウンロードできない件についての恒久対応。

恒久対応：一括印刷用PRサーバーのIPが正しく取得できていなかったため、一括印刷専用PRサーバーの設定ファイルを参照し、正

しく取得できるように修正。また、旧型インストーラで設定されたパーミッションを最新の状態に統一対応。

18 商工会業務 事業者状況確認
一括印刷依頼画面フリーズ事象　の件について対応。

※事業者状況確認でも同様の現象が発生する可能性があるため。

19 商工会業務 事業者状況確認

事業者状況確認の表示条件を修正。

固定資産のみ事業者を表示する際、会計情報が無く必要なカレンダー情報が無いために、不整合が発生するパターンがあります。

そもそもこの画面で固定資産のみ事業者の表示情報は何もなく、表示すること自体が不要であるため、非表示となるように修正

し、不整合を回避。

20 日常業務 仕訳帳（ドリルダウン元帳） 伝言メモ付箋付与時にエラーが発生する不具合の修正。

21 日常業務 出納帳（現金・預金）
条件Dlgにて補助コード未確定時でも検索ができてしまう不具合修正。

科目コードが変更された際、前回入力値の補助コードをクリアし、ＯＫボタン押下時にエラーメッセージを表示するよう修正。

22 日常業務 振替伝票 特殊科目を使用した明細について、「貸借差額金額」ボタンを使用した場合に、消費税率の分だけ金額に差が発生する不具合を修

23 日常業務 入金伝票 ヘッダの科目、補助を修正できない不具合を修正。

24 日常業務 出金伝票 ヘッダの科目、補助を修正できない不具合を修正。

25 日常業務 日別残 翌期の月度を選択した状態で、再表示ボタンを押しても選択した月度のまま再表示を行う様に修正。

26 日常業務 日計表 翌期の月度を選択した状態で、再表示ボタンを押しても選択した月度のまま再表示を行う様に修正。

27 日常業務 総勘定元帳・補助元帳
出力パターンに登録されている科目が非表示になってしまった場合を考慮し、デフォルト値（表示時点で使用できる科目の中で、

開始の場合は最小コード、終了の場合は最大コード）をセットすることで、今回の様な例外エラーが発生しない様、修正。

28 日常業務 総勘定元帳・補助元帳 商工会一括印刷時に、saccount_print.logに元帳のエラーが出ている不具合（繰越利益変動額の科目の表示不具合）を修正。

29 日常業務 総勘定元帳・補助元帳 出力条件設定Dlgのパターン登録で、期間指定に不正な値が設定される不具合を修正。



30 日常業務 総勘定元帳・補助元帳 科目コード未入力の状態でEnterを押下（またはフォーカスアウト）すると、データ例外エラーが発生する不具合を修正。

31 日常業務 財務報告書 フォーム選択時にラジオボタン「科目別補助」が選択されてしまう不具合を修正。

32 日常業務 財務報告書 科目順序のデフォルトに設定されているものが削除されると何も表示されない不具合を修正。

33 日常業務 財務報告書 仕訳入力開始月以前（経過月）のみの月度指定時は元帳ドリルダウンボタンを制御するよう修正。

34 日常業務 財務報告書 「現金過不足」「不明勘定」を通常科目として扱うように修正。

35 日常業務 財務報告書 コードマスターの修正

科目『9580 純資産の部』、『9581 負債及び純資産』について、内部情報として所持している

差額印刷（貸借差額を発生額の大きい側に印刷）の設定が行われているため、貸借差額が0円となり発生なしの状態となっていた

不具合の修正。

コードマスターの修正、および各事業者データに対して該当科目の設定変更を行うように対応。

36 日常業務 推移財務報告書 仕訳入力開始月以前（経過月）のみの月度指定時は元帳ドリルダウンボタンを制御するよう修正。

37 日常業務 推移財務報告書 科目順序のデフォルトに設定されているものが削除されると何も表示されない不具合を修正。

38 日常業務 推移財務報告書 出力パターンが正常に登録されていない不具合を修正。

39 日常業務 推移財務報告書 販売費一般管理費の構成比分母科目の実績値を正しく取得できるようにように修正。

40 日常業務 残高一覧表 画面表示時にEnter連打で「データ例外エラーが発生しました」と表示されてしまう不具合を修正。

41 日常業務 残高一覧表 仕訳入力開始月以前（経過月）のみの月度指定時は元帳ドリルダウンボタンを制御するよう修正。

42 日常業務 残高一覧表 年次における期間表示が不正に出力される不具合を修正しました。

43 日常業務 残高一覧表 初期起動時、「前月残高」、「当月借方」、「当月貸方」、「当月残高」の金額が表示されない不具合を修正しました。

44 日常業務 工事別集計表 条件パターンに登録されている科目出力順序が削除されている場合、条件パターンの科目出力順序は初期値を設定するよう修正。

45 日常業務 工事別集計表
工事消費税対応。

⇒消費税率改定と工事に係る経過措置への対応。

46 日常業務 工事別集計表

・パターン更新処理にて、帳票出力条件テーブルを更新する際、更新条件にレイアウトNoを含めないよう修正。

・初期処理、及びパターン取得処理にて、工事外部コードを取得する際、同一コードの場合でも表示できるよう修正。

・初期表示時、パターンに登録した出力形式で検索するよう修正。

・印刷ダイアログ表示時に行っていた不要なフォーカスセット処理を削除。

47 日常業務 工事別集計表
条件設定ダイアログ、印刷条件ダイアログ、パターン取得処理にて出力分類のコードFrom～Toを補助基本マスタから検索、表示

する際、実在／合計区分が0:実在のデータのみ取得するよう修正。

48 日常業務 工事別集計表
・画面にて、年次の明細ヘッダラベルは、月度管理情報テーブルから、内部月1月の終了年月日の月を基準に作成するよう修正。

・印刷にて、年次の明細ヘッダラベルは、月度管理情報テーブルから、内部月1月の終了年月日の月を基準に作成するよう修正。

49 日常業務 工事別集計表 ・出力条件ダイアログのHELPボタンのtabFocusEnabledをFalseに変更し、タブ移動でHELPボタンにフォーカスが移らないよう

50 日常業務 工事別集計表
・データ取得のストアドプロシージャにて、工事コードに「'」が含まれている場合、エスケープ処理を行うよう修正。

・一覧画面の工事コードが「'」の場合でも正常に表示できるよう修正。

51 日常業務 工事管理表

・パターン更新処理にて、出力形式で帳票出力条件テーブルのレイアウトNoを更新するよう修正。

・初期処理、及びパターン取得処理にて、工事外部コードを取得する際、同一コードの場合でも表示できるよう修正。

・初期表示時、パターンに登録した出力形式で検索するよう修正。

52 日常業務 工事管理表 ・出力条件ダイアログのHELPボタンのtabFocusEnabledをFalseに変更し、タブ移動でHELPボタンにフォーカスが移らないよう

53 日常業務 工事管理表
条件設定ダイアログ、印刷条件ダイアログ、パターン取得処理にて出力分類のコードFrom～Toを補助基本マスタから検索、表示

する際、実在／合計区分が0:実在のデータのみ取得するよう修正。

54 日常業務 工事管理表
工事消費税対応。

⇒消費税率改定と工事に係る経過措置への対応。

55 日常業務 工事管理表 出力パターンで「未成工事/完成工事を別々に出力する。」がOFFの場合、チェックボックスをOFFにするよう修正。

56 日常業務 工事台帳 出力条件設定Dlgのパターン登録で、期間指定に不正な値が設定される不具合を修正。

57 日常業務 工事元帳

工事元帳の月度バー初期フォーカスの制御において、下記の要件に対応。

・決算月１～３はデフォルトの月としては無視され、会計期間の最終月（1～12の場合12月）がデフォルトとなる。

・中間決算月１～３はデフォルトの月としては無視され、中間決算の最終月（1～12の場合6月）がデフォルトとなる。

58 日常業務 工事元帳 出力条件設定Dlgのパターン登録で、期間指定に不正な値が設定される不具合を修正。

59 日常業務 資金繰実績表 出力条件ダイアログで、銀行範囲名称が表示されない不具合を修正。

60 日常業務 資金繰実績表
ダイアログ「該当データがありません。」が出力された際、フォーカスがダイアログ（『ＯＫ』ボタン）にあたっていない不具合

を修正。

61 日常業務 資金繰実績・予定表
ダイアログ「該当データがありません。」が出力された際、フォーカスがダイアログ（『ＯＫ』ボタン）にあたっていない不具合

を修正。

62 日常業務 消費税精算表 消費税精算表の印刷にて、指定した期間の出力に対応。



63 日常業務 消費税精算表

消費税精算表の印刷にて、指定した期間の出力に対応した件（リビジョン：7685）において、決算月の出力期間表示で、「決算

３」のみを指定した場合、

「決算月１～決算月３」と表示されず、「決算月３」と表示されてしまっていた不具合を修正。

※中間決算月も同様に修正。

64 日常業務 月次確定 月次確定可能なバランスエラーと月次確定不可能なバランスエラーがあった場合、月次確定不可能とするよう修正。

65 マスター関係登録 印刷情報登録 印刷時に「帳票名称」欄に「標準名称（日計表）」と出力されるよう修正。

66 マスター関係登録 各種マスター採用情報 科目に共通補助「得意先」「仕入先」が採用されている場合に、採用区分「取引先」のチェックが外せてしまう不具合を修正。

67 マスター関係登録 科目出力順序
選択していない会計単位の科目も検索エクスプローラーに表示するよう修正。

製造原価報告書タブを選択した際、製造科目のみ表示するよう修正。

68 マスター関係登録 経過月発生高
会計単位の表示順を

全体→主たる事業→その他の事業に変更。

69 マスター関係登録 過年度実績
会計単位の表示順を

全体→主たる事業→その他の事業に変更。

70 マスター関係登録 銀行 科目補助名称の銀行を採用した補助を削除したときに、銀行名称で該当の銀行が削除できなくなる不具合の修正。

71 マスター関係登録 科目別補助名称
・採用区分を空にして更新しても、修正前の値が再表示される不具合の修正。

・採用区分の数字（前ゼロあり）とフリーで先頭0が表示されない不具合の修正。

72 マスター関係登録 銀行名称 コード欄のソートを行ったとき、昇順と降順の三角マークが逆に表示される不具合を修正。

73 マスター関係登録 取引先名称 コード欄のソートを行ったとき、昇順と降順の三角マークが逆に表示される不具合を修正。

74 マスター関係登録 従業員名称 コード欄のソートを行ったとき、昇順と降順の三角マークが逆に表示される不具合を修正。

75 マスター関係登録 汎用補助名称 コード欄のソートを行ったとき、昇順と降順の三角マークが逆に表示される不具合を修正。

76 マスター関係登録 部門名称 部門名称のコード欄のソート順が文字列ソートになっている不具合の修正。

77 マスター関係登録 勘定科目 印刷すると緑の付箋の柄が違う不具合の修正。

78 マスター関係登録 科目残高
会計単位の表示順を

主たる事業→その他の事業に変更。

79 マスター関係登録 摘要残高
会計単位の表示順を

主たる事業→その他の事業に変更。

80 マスター関係登録 銀行残高
会計単位の表示順を

主たる事業→その他の事業に変更。

81 マスター関係登録 取引先残高
会計単位の表示順を

主たる事業→その他の事業に変更。

82 マスター関係登録 社員残高
会計単位の表示順を

主たる事業→その他の事業に変更。

83 マスター関係登録 汎用補助残高
会計単位の表示順を

主たる事業→その他の事業に変更。

84 マスター関係登録 工事残高 工事コードの属性が数値の場合、グリッドヘッダのソート機能を数値ソートできるよう修正。

85 マスター関係登録 工事残高 工事残高において期首残高の未成工事支出金取得SQLにて、工事配賦実績の取得条件不備を修正。

86 マスター関係登録 工事配賦情報

・キャンセルボタン押下時、表示中のデータを正しくクリアし、パターンコードにフォーカスが設定されるよう修正。

・パターンコードが未入力時はパターン名称は不活性となるよう修正。

・パターン名称の最大文字数は半角換算とするようプロパティを変更。

・画面終了時、入力内容の変更有無によって確認ダイアログを表示し、ダイアログの押下ボタンにより更新、キャンセル等を行う

よう修正。

・配賦基準値画面の基準科目コードが未入力の場合、工事コード、工事明細を表示しないよう修正。

・配賦基準値画面から工事配賦画面に戻る際、工事配賦画面の状況でAP削除ボタンの活性制御を行うよう修正。

・配賦基準情報画面の表示時、基準科目コードのデータ取得時、実在/合計区分に条件を指定せずに取得するよう修正。

・AP配賦基準の年間グリッドのソート機能をOFFに修正。

87 マスター関係登録 工事登録
・印刷時に税率の印字文字列を決定する際、標準税率は「標準税率」と印字するよう修正。

・削除時の該当メッセージ表示後、OKボタン押下時に削除モードから一覧モードに変更するよう修正。

88 マスター関係登録 工事登録 工事コードの属性が数値の場合、グリッドヘッダのソート機能を数値ソートできるよう修正。

89 マスター関係登録 工事予算登録 工事コードの属性が数値の場合、グリッドヘッダのソート機能を数値ソートできるよう修正。

90 マスター関係登録 工事登録

・工事基本タブのフリガナ入力のチェックはバリデータチェックに変更し、共通側で用意している半角カナ記号の定義を使用する

よう修正。

・契約・入金情報タブの契約書NOの入力許可文字に「\」を追加。



91 マスター関係登録 工事登録
工事消費税対応。

⇒消費税率改定と工事に係る経過措置への対応。

92 マスター関係登録 工事出力順序 マスタ基本情報.工事管理種別が「1:B/S型」以外の場合は、起動時にメッセージを表示し、起動不可とするよう修正。

93 マスター関係登録 工事出力順序
グリッドへのフォーカス設定時にグリッド内のデータが存在しない場合は、空データを1件追加してからフォーカスを設定するよ

う修正。

94 決算業務 キャッシュ・フロー計算書 調整欄入力Dlgでマウスホイールで操作するとフォーカスした欄の金額が表示されなくなってしまう不具合を修正。

95 決算業務 分析グラフ

分析グラフのカラー対応にて、「経営計数分析表」でカラー印刷が行えなくなってしまった件に関して、帳票種別が「経営計数分

析表」かつ、出力形式が「白紙（A4横）」の時だけ、カラーモード「モノクロ」で使用不可とし、それ以外は全て「カラー」で使

用可とするように修正。

96 決算業務 固定資産台帳 減少日が入力されている場合、Enterキーで移動時に減少事由欄に移動するように修正。

97 決算業務 固定資産台帳 増加区分が「事業承継」に変更された場合、過年度取得資産であれば、期首帳簿価額がクリアされない様に修正。

98 決算業務 固定資産台帳 会計単位の並び順を①主たる事業/②外部コード順　に変更。

99 決算業務 固定資産台帳
同一業種の会計単位が複数あり、内部コードの大きい方の会計単位が主たる事業の場合、固定資産の会計単位のデフォルト値が主

たる事業にならない不具合を修正。

100 決算業務 固定資産台帳

新規モードの場合に、減少日が入力不可になっているが、仕様書上は非表示と記載されていた為、仕様書に合わせて非表示とにな

る様に修正。

※仕様書は旧ネットde記帳の動作に合わせて記載。

101 決算業務 固定資産台帳
固定資産を登録せずに決算更新を行った場合、、決算更新後の再計算区分が1（計算済み）ならず、翌期に新規資産登録後にエ

ラーが発生していた為、決算更新後の初回起動で資産が1件も存在しない場合は再計算を1（計算済み）にする様に修正。

102 データ関係 決算更新 決算更新、残高再移送を実行時排他レコードを作成し、終了時に削除するように対応。

103 データ関係 マスター再計算 ログファイルへ設定する日時に処理実行日時（開始ボタン押下時）をセットするよう修正。

104 データ関係 マスター更新
原価率を指定した時の財務報告書にて、売上原価の金額が正しくない。

期首月に期首棚卸の仕訳が入力されていないときに、期首棚卸の分の売上原価の金額がずれる不具合の修正。

105 データ関係 マスター更新 工事契約金額の税抜き入力対応。

106 サーバー管理ツール 全データバックアップ設定

・オプションシェルの引数に、バックアップファイルのディレクトリを追加。

・排他獲得に失敗した場合の「リトライ回数」、「待機時間」を別ファイルにて設定できるように変更。

・決算専用メニューからの事業者データ作成等を処理中（排他制御中）に全データバックアップが実行されないよう修正。

107 サーバー管理ツール 全データバックアップ設定

・排他獲得に失敗した場合の「リトライ回数」、「待機時間」のデフォルト値を変更

　リトライ回数「2」->「6」

　待機時間「300」->「600」

108 その他 スクロールバー 画面スクロール 事業者登録などのスクロールバーが表示されている画面にて、マウスホイールによるスクロール量が、高さの半分になるように修

109 その他 印刷ダイアログ 印刷機能

・カラー印刷非対応の帳票印刷時の印刷ダイアログ画面では、モノクロ選択状態で、カラー／モノクロの選択を不可能状態(グレー

アウト)に変更。

・カラー対応の帳票の印刷では、印刷ダイアログ画面でカラー／モノクロの選択を可能状態で表示。

・付箋付き帳票の印刷では場合、カラー／モノクロの選択を可能とし、モノクロに対応した付箋を出力。

110 その他 DBサーバー 個別 暗号化キーを変更した場合に、『データベース設定』を起動した際にメッセージが表示されるように修正。

111 その他 DBサーバー 個別 基幹データ連携から「決算確定」済みの条件を除外。

112 その他 DBバージョンアップ

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」

を追加いたします。

113 その他 ログイン

・連合会ユーザーの基幹連携時の自動作成処理を修正。

・自動作成ユーザーが商工会ユーザーの場合、商工会マッチングテーブルに該当商工会のレコードが存在しなければエラーメッ

セージを表示しログインが行えないよう対応。

114 その他 ログイン
コンバート処理など、ＤＢやスキーマを扱う処理に関しては、処理中にＦ5を押されても排他情報を削除しない様に対応し、デー

タの不整合を起こさない様に対応。

115 その他 ログイン 職員認証画面の「IDを保存」チェックをONにしても、都道府県コードとユーザーIDが保存がされない不具合を修正。

116 その他 事業者選択時のバージョンアップ

個人データの試算表出力順序の標準パターンを編集していない場合、以下の科目の順序を入れ替えるように修正。

9659　完成工事原価

9618　売上原価

　↓

9618　売上原価

9659　完成工事原価

117 商工会業務 一括印刷依頼 消費税精算表PDF期間表示　一括印刷用対応



118 日常業務 仕訳帳（ドリルダウン元帳） 日別残からのドリルダウン時、会計処理区分が「税抜」事業者の場合繰り越し残高に税額が含まれてしまう不具合対応。

119 日常業務 仕訳帳（ドリルダウン元帳） 元帳表示時の内税表記分消費税額が日計ではなく月計になっている不具合対応。

120 日常業務 仕訳帳（ドリルダウン元帳）
会計処理区分が「税込」事業者にて、日別残よりドリルダウンした場合、ドリルダウン元帳の「前日より繰越」の残高が月初めの

残高を表示してい不具合対応。

121 日常業務 工事別集計表 取引先コード・部門コードはDBの値と一致した値にしてからSQL検索条件に設定するよう修正。

122 日常業務 工事管理表
・画面検索時、取引先コード・部門コードはDBの値と一致した値にしてからSQL検索条件に設定するよう修正。

・印刷にて、取引先コード・部門コードはDBの値と一致した値にしてから集計処理を行うよう修正。

123 日常業務 工事台帳
工事名称における契約金額の税抜入力対応に付随する対応として、税抜で入力された場合でも、工事台帳で出力する際は、必ず税

込で出力する様に修正する。

124 日常業務 工事元帳
工事名称における契約金額の税抜入力対応に付随する対応として、税抜で入力された場合でも、工事元帳で出力する際は、必ず税

込で出力する様に修正する。

125 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

仕訳の存在チェックを借方のみでチェックを行っていたため、貸方にのみ発生のある科目の補助採用を変更した際、マスター再計

算を促すメッセージが表示されない不具合修正。

126 マスター関係登録 科目出力順序 工事科目採用事業者において製造原価報告書タブを選択時、工事PL科目のみ出力するよう修正。

127 マスター関係登録 工事名称

・データ取得時、部門コードの属性が数値前ゼロありの場合は桁数にしたがってフォーマットした値を表示するよう修正。

・工事登録リスト（詳細）印刷時、工事コード、取引先コード、部門コードはマスタ基本情報の属性、桁数にしたがってフォー

マットした値で印字、インデントされるよう修正。

128 マスター関係登録 工事名称

・免税事業者の場合、消費税額は入力不可となるよう修正。

・契約金額入力方法は「税込」「税抜」の順に配置を変更。

・契約金額入力方法の初期値は「税込」に修正。

129 データ関係 決算更新 適用終了日が当年のマスターについて残高を移送しないように修正。

130 データ関係 決算更新 適用終了日が当年のマスターについて移送が正しく行われていなかった点を修正。

131 データ関係 決算更新 残高再移送時翌期データで摘要残管理を行っていないものに対して残高が移送されていた点を修正。

132 データ関係 決算更新

以下の条件のデータの場合、決算更新時にプログレスバーの「2/6」まで進んだところで、エラーとなっていた点を修正。

・印刷情報登録-自動複合セットが「なし」以外

・翌3ヶ月に複合仕訳が存在し、元帳表示時に複合科目が別の科目に置き換わって表示される

133 データ関係 決算更新 過年度実績の再移送の際、翌期データにしかない科目別補助残高がクリアされてしまった点を修正。

134 データ関係 マスター再計算
銀行採用時、仕訳明細の補助コード1 or 補助コード2と仕訳明細の銀行コードが異なっている場合、明細の銀行コードを補助コー

ド1 or 補助コード2にて置き換える復旧処理。

v1.03.0011_修正内容

項番 タブメニュー 画面 機能 不具合事象

1 連合会業務 データ連動処理 画面表示の不具合を修正。

2 データ関係 決算更新 決算更新、残高再移送での実績移送後の処理の不具合を修正。

v1.03.0012_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 経営指標情報集計
コンバートが未完了で終了したなど、不正な事業者データが存在する場合、集計後の実行ログ上で以降の集計結果がすべてエラー

となる不具合を修正。

2 連合会業務 処理状況照会 会計開始が1月ではない事業者で、同年度の翌年月の依頼を印刷しても、印刷済として表示されないパターンの不具合修正。

3 商工会業務 ネットde記帳・会計コンバート 工事残高取り込み時、不要な部門別工事別残高を作成していた点を修正。

4 日常業務 仕訳帳（ドリルダウン元帳）
財務報告書及び推移財務報告書の出力条件指定にて「配賦加算する」のチェックON/OFFにかかわらず、部門配賦仕訳がドリルダ

ウン元帳側で表示制御されない不具合対応。

5 日常業務 日計表 部門配賦、工事配賦が含まれない不具合を修正。

6 日常業務 科目別集計表 翌期指定時に、事業主貸・借の額が元入金に含められていない不具合を修正。

7 日常業務 財務報告書 「出力条件指定」で別の科目出力順序を選択しても反映しない不具合を修正。



8 日常業務 財務報告書 開始残高の貸借バランスが不一致で、財務報告書出力した場合、「バランスエラー」のメッセージが表示されない不具合を修正。

9 日常業務 財務報告書
試算表、科目出力順の「貸借差額を生残側に出力する」をチェックした場合、科目の貸借発生を相殺し、プラス側に金額を表示さ

れるように修正。

10 日常業務 推移財務報告書 開始残高の貸借バランスが不一致で、財務報告書出力した場合、「バランスエラー」のメッセージが表示されない不具合を修正。

11 日常業務 推移財務報告書 「出力条件設定」ダイアログにて、「集計期間」項目を「累計」選択した場合、各月の金額が正しく集計されていない不具合を修

12 日常業務 残高一覧表 出力条件指定にて「配賦加算」チェックON/OFFの機能が抜けていたため修正。

13 日常業務 残高一覧表 開始残高の貸借バランスが不一致で、財務報告書出力した場合、「バランスエラー」のメッセージが表示されない不具合を修正。

14 日常業務 残高一覧表 配賦加算あり時の工事ドリルダウンでSQL構文エラーとなっていたため修正。

15 日常業務 資金繰実績表 資金繰実績表にて、銀行の前月より繰越金額は、銀行補助が優先して計算表示されるように修正。

16 日常業務 資金繰実績表 月次開始日が「1日」以外の場合に、内部月が正しく取得できない不具合を修正。

17 日常業務 資金繰実績表 標準に登録された出力条件の科目出力順序が削除されていた場合、科目順序で「標準」を指定するように修正。

18 日常業務 資金繰実績・予定表 標準に登録された出力条件の科目出力順序が削除されていた場合、科目順序で「標準」を指定するように修正。

19 マスター関係登録 事業者基本情報

主たる事業、その他事業を合わせた中で同一会計単位が存在する場合、該当の事業専用科目が使用されていても、最後の1つにな

るまでは 変更可能になるよう修正。

※但し、変更対象の会計単位に仕訳、残高が存在しない事が前提となります。

20 マスター関係登録 科目名称 残高があっても科目を非表示にできる点を修正。

21 マスター関係登録 科目別補助名称
補助元帳のＰＤＦ出力ができない不具合修正。

(科目別補助登録時・削除時、期首残高の差額を諸口補助の残高に自動登録する機能対応)

22 マスター関係登録 工事残高 一括削除時、削除対象の科目に一致する、実績集計マスタのマスタ区分が部門の工事データを削除する処理を追加。

23 マスター関係登録 工事残高 一括削除ボタン押下時、実績集計マスタから、不要なマスタ区分＝部門の工事データを削除するよう修正。

24 マスター関係登録 勘定科目
・予算クリアダイアログにて、月中開始の場合に初期表示される対象月の表示を修正。

・予算クリアダイアログにて、適切でない期間・科目を指定した場合、クリアを実行できないように修正。

25 マスター関係登録 勘定科目 予算クリアを行った後に予算区分を変更するとエラーが表示されてしまう点を修正。

26 決算業務 分析グラフ 損益構成図表で一般管理費の「当期実績(B)構成比」のフォントサイズが小さい設定だったものを他のフォントサイズと同じに変

27 決算業務 固定資産台帳

特定の条件で決算更新後に未償却の一括償却資産が画面非表示となる不具合を修正。

＜特定条件＞

・翌期に未償却残高が残る一括償却資産（内訳）を除却　かつ

・翌期以降に一括償却資産（内訳）が1件も存在しなくなる場合

（1件でも一括償却資産が残存している場合は現象は発生しない。）

28 データ関係 マスター再計算
主たる事業の変更を行った際にマスター再計算を促すメッセージを表示し、マスター再計算を行う事で残ってしまった残高を削除

するように修正。


