v1.04.0200_修正内容
項番

タブメニュー

修正画面

修正機能

修正内容
処理を改善し、プログレスバーを表示するよう修正。

1 商工会業務

一括印刷依頼

2 マスター関係登録

工事配賦情報

・工事配賦情報の工事コード大小チェックにて、工事コードを正しく変換後比較するように修正。
・決算確定時、初期表示時のメッセージダイアログの「OK」ボタンにフォーカスが設定されるよう修正。

3 マスター関係登録

工事配賦情報

・決算確定時、配賦先情報の科目コードを不活性とするよう修正。

4 マスター関係登録

工事配賦情報

・決算確定時、不活性の項目にフォーカスが移動しないよう修正。
・グリッド項目「開始工事コード」「終了工事コード」のコンポーネントを変更

5 マスター関係登録

工事完成情報

6 マスター関係登録

工事配賦情報

7 日常業務

工事管理表

8 基本情報登録

工事登録

出力されないため、画面表示時、印刷時のデータ取得処理にて、行データの全ての金額が0円の場合を「金額0円」と判定するよう修正。
工事名称の付箋にコメントを入力時、入力前のエリアを参照していたため、付箋の入力欄にひらがな入力のIME制御プロパティを設定するように修正。

9 日常業務

事業者コード、年度、月のインデックスを作成することで、事業者が多い場合の速度を改善させるように修正。

・グリッド項目「完成年月日」のコンポーネントを変更
配賦情報ならびに配賦基準値のパターン削除時、タイトルを「取消」とし、
確認メッセージを「"配賦パターン名"を削除します。よろしいですか？」に修正。
・工事配賦の結果、原価累計が「0」になった工事（工事合計科目には発生あり」）が「0円の工事も出力する」にチェックをつけないと

日計表

出力パターンで定義した合計科目が、表示／印刷されない不具合を修正。

10 日常業務

科目別集計表

種類「単独科目計」以外で、ヘッダーに科目コードを直接入力した時、グリッドの明細表示が切り替わらない不具合を修正。

11 日常業務

総勘定元帳・補助元帳

12 日常業務

総勘定元帳・補助元帳

出力条件設定ダイアログで検索エクスプローラーを展開した時、科目名称が青字で表示される不具合を黒字で表示されるように修正。
補助付科目合計転記にした場合で、「補助元帳も出力」にチェックすると合計転記の部分が印刷されないため、

13 日常業務

仮受仮払消費税元帳

「補助付科目合計転記」と「補助元帳も出力」のチェックに関して、どちらか片方しかチェックできない様に修正。
取引科目が製造原価の場合にアスタリスク＊が表示されない不具合を修正。

14 日常業務

仮受仮払消費税元帳

「条件」ボタンを「条件設定」に変更。

15 マスター関係登録

事業者基本情報

入力項目を変更していない場合も、変更検知処理が実行される不具合を修正。
・「主たる事業名称」または「その他の事業名称」が未入力の状態で「ログアウト」もしくは「画面遷移」を行った場合、

16 マスター関係登録

事業者基本情報

17 マスター関係登録

事業者基本情報

18 マスター関係登録

科目別補助名称

19 マスター関係登録

科目別補助名称

20 マスター関係登録

部門名称

21 マスター関係登録

部門配賦情報

22 マスター関係登録

部門配賦情報

確認メッセージを「"配賦パターン名"を削除します。よろしいですか？」に修正。
配賦基準値画面から配賦情報画面に遷移した時、配賦パターンNO以外の項目でも削除ボタンが活性化されない不具合を修正。

23 連合会業務

商工会情報登録

商工会もしくは事業者が登録された際に登録履歴を残すように対応。

24 商工会業務

ネットde記帳・共通情報コンバート

商工会もしくは事業者が登録された際に登録履歴を残すように対応。

25 マスター関係登録

事業者情報登録

商工会もしくは事業者が登録された際に登録履歴を残すように対応。

26 マスター関係登録

事業者情報登録

[自宅住所と同じ][所轄税務署]の変更履歴が正しく表示されない不具合を修正。

27 商工会業務

ネットde記帳・会計コンバート

商工会もしくは事業者が登録された際に登録履歴を残すように対応。

28 商工会業務

ネットde記帳・個別会計コンバート

29 商工会業務

ネットde記帳・個別会計コンバート

商工会もしくは事業者が登録された際に登録履歴を残すように対応。
個別コンバートにて2回目以降の仕訳をコンバートした際、請求連動用テーブルへの更新に失敗し、

30 連合会業務

一括印刷依頼一覧

「ログアウト」もしくは「画面遷移」ができない不具合を修正。
・「主たる事業名称」または「その他の事業名称」が未入力で「更新ボタン」押下した際、
事業名称未入力の旨を知らせるメッセージの表示後、フォーカスが該当項目に設定されない不具合を修正。
その他の事業を空白行を挟んで登録した場合、正しく登録されない不具合を修正。
科目別補助の「詳細」タブ内に銀行コードを設定する場合に、「諸口」を設定してしまわないよう変更。
諸口のコードを入力した際はエラーを表示する。エラーメッセージ「入力内容に誤りがあります」
仕訳が登録されているが、財務報告書で『該当データがありません』と表示される不具合を、
過年度実績の発生がある場合は削除などの制限をすることで修正対応。
決算確定の場合(参照モード)、ＡＰツールバーの「新規」ボタンが使用できる不具合を修正。
配賦情報ならびに配賦基準値のパターン削除時、タイトルを「取消」とし、

その後のマスター再計算が処理されない不具合を修正。
設定した用紙と出力用紙のサイズが異なる時がある不具合の対応。
・商工会一括印刷帳票設定マスターで月次帳票のどれかチェックが無いと、
一括印刷依頼の月次・決算・分析全てにチェックボックスが表示されなくなる場合がある不具合を修正。

31 商工会業務

一括印刷依頼

・一括印刷依頼で商工会印刷の際、APツールバー「選択行を対象／対象外にする」をクリックしても、月次・決算・分析にチェックが付かず、
選択帳票の依頼ができない場合がある不具合を修正。
・個人決算書が未入力の場合、青色申告決算書を印刷するとエラーとなるため、青色申告決算書の依頼の際に、個人決算書が未入力の時、

32 日常業務

工事元帳

依頼を出させずにエラーとするように対応。
仕入帳、工事残高、工事予算登録で入力した「［未］材料値引」「［未］材料仕入」の値が、
工事元帳、工事台帳にて正常に反映されない不具合を修正。

33 日常業務

財務報告書

科目出力順序の装飾区分『標準』、『〔 〕』時、画面・印刷の際に、合計科目に不要なスペースが付与される不具合を修正。

34 日常業務

財務報告書

原価率登録ダイアログで、原価率に100が入力できない不具合、マイナスが入力できる不具合を修正。

35 日常業務

財務報告書

原価率登録ダイアログで、原価率に100が入力できない不具合、マイナスが入力できる不具合を修正。

36 日常業務

財務報告書

TABキーが正しく移動するように修正。

37 日常業務

推移財務報告書

科目出力順序の装飾区分『標準』、『〔 〕』時、画面・印刷の際に、合計科目に不要なスペースが付与される不具合を修正。

38 日常業務

推移財務報告書

出力形式で「総合推移（前期・前々期）」を選択した際、決算月が正常に出力されない不具合を修正。

39 日常業務

推移財務報告書

原価率登録ダイアログで、原価率に100が入力できない不具合、マイナスが入力できる不具合を修正。

40 日常業務

推移財務報告書

原価率登録ダイアログで、原価率に100が入力できない不具合、マイナスが入力できる不具合を修正。

41 日常業務

推移財務報告書

科目出力順序にて共通構成比タイトルを変更し、推移財務報告書にて出力する際、正しく共通構成比タイトルを参照していない不具合を修正。
「専従者給与」使用の個人事業者が、推移財務報告書の出力形式「推移（フォーム）」で、画面表示されるが、

42 日常業務

推移財務報告書

印刷出力で計上されない点に対応し、経常利益よりも下に配置されている科目について、コード、名称項目を青字にするように対応。

43 日常業務

推移財務報告書

グリッド左下（ファンクションとの間）にラベルを張り「青色の科目は印刷時出力されません。」と表示するように修正。
ドリルダウン元帳から戻った際、ドリルダウンを実行した時の元の科目がフォーカスされない不具合を修正。

44 日常業務

推移財務報告書

TABキーが正しく移動するように修正。

45 日常業務

決算報告書

46 なし

なし

47 日常業務

仕訳帳（ドリルダウン元帳）

48 なし

なし

DBバージョンアップ

49 決算業務

個人決算書

H25年税制改正対応版

50 決算業務

所得税申告書

繰越損失画面に補足説明を追加。

51 決算業務

消費税申告書

52 決算業務

消費税申告書基本情報

メニュー「金額修正について」の「■更新時のメッセージと対処方法」の２つ目の見出しを修正しました。
消費税基本情報の起動時に表示される取込確認メッセージで「いいえ」を選択した場合、次回起動時に確認メッセージを表示しないように

53 マスター関係登録

科目別補助名称

修正しました。また取込ダイアログで「取込まない」を選択した場合も同様です。
「銀行」に諸口を登録できないように修正しました。

54 マスター関係登録

銀行名称

残高が存在する場合、削除することができていたが、削除できないように修正しました。

55 マスター関係登録

取引先名称

残高が存在する場合、削除することができていたが、削除できないように修正しました。

56 マスター関係登録

従業員名称

残高が存在する場合、削除することができていたが、削除できないように修正しました。

57 マスター関係登録

汎用補助名称

58 なし

なし

59 マスター関係登録

各種マスター採用情報

「不渡手形」又は「割引手形」の場合、受取手形の金額に含まれない不具合対応
メニュー

マウスポインタが時計の状態の場合、データが正しく表示されない不具合に対し、事業者選択ボタンを押せないように修正。
法人で年跨ぎの会計期間事業者において、月指定の一括置換を行うと置換後の仕訳データが内部月と伝票日付で
不整合なデータとして登録されてしまう不具合を修正。
科目別補助を登録し、その登録した補助には残高を設定せず、親科目に残高を設定した場合、
その諸口に残高が設定されていないデータが抽出及び復旧されるように修正。
個人決算書の連動ボタン（会計データ連動）押下時に、仕訳データと月次実績の差異があるかをチェックする機能を追加しました。

残高が存在する場合、削除することができていたが、削除できないように修正しました。
全データバックアップ

全データバックアップが完了してから再度トランザクションログを取得するよう修正。
科目別採用で補助採用を変更するとき、残高が存在する場合は補助採用を変更できないよう修正。

v1.04.0201_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

一括印刷依頼一覧

2 連合会業務

一括印刷依頼一覧

3 連合会業務

一括印刷状況確認

4 連合会業務

リカバリー印刷可能一覧

5 連合会業務

処理状況照会

6 日常業務

総勘定元帳・補助元帳

1行目に記載される「前頁より繰越」が2行目に入ってしまう不具合および、同じ科目の途中の月で、前ページの最終行に記載される仕訳が、

7 決算業務

データ作成・送信

次ページの1行目に入ってしまう不具合を修正。
送信票入力にて、還付先金融機関．支店名入力での支店区分チェックを無効とする対応

8 決算業務

データ作成・送信

9 決算業務

所得税基本情報

印刷処理中に排他エラーによる「バックアップ中の為印刷できない」のエラーが頻発したため、排他条件を緩和
商工会コンボボックスに商工会が重複表示される件について対応
削除した商工会も表示されるようになっていた為、削除されていない商工会に絞って表示するように対応
商工会コンボボックスに商工会が重複表示される件について対応
削除した商工会も表示されるようになっていた為、削除されていない商工会に絞って表示するように対応
商工会コンボボックスに商工会が重複表示される件について対応
削除した商工会も表示されるようになっていた為、削除されていない商工会に絞って表示するように対応
商工会コンボボックスに商工会が重複表示される件について対応
削除した商工会も表示されるようになっていた為、削除されていない商工会に絞って表示するように対応
総勘定元帳の印刷で、ページの最終行に記載される「次頁へ繰越」が次ページの1行目に入ってしまい、

重複税理士名がある場合に、データ作成直後の送信票入力で利用者識別番号を出力しない仕様変更
・「震災特例法の適用を受ける」をチェックしたとき、「申告書（損失申告用）付表（東日本大震災用）を使用する」が
チェックオンするように変更。
・還付金融機関の口座番号、記号番号でガイドを表示するように変更。

・繰越損失画面の項目タイトル変更
・繰り越す損失額画面（被災者用）のタイトル変更
10 決算業務

・繰越損失画面の被災純損失、特例対象純損失、特定雑損失の項目について、『所得税基本情報』の「震災特例法の適用を受ける」が

所得税申告書

チェックオンの場合のみ入力可能に変更。
・繰り越す損失額画面の被災者用、被災者以外用の画面切り替えを『所得税基本情報』の「震災特例法の適用を受ける」で行うように変更。
・入力検証、判定ダイアログに第四表付表の未使用チェックを追加。
・繰越損失画面の被災純損失、特例対象純損失、特定雑損失の項目について、
『所得税基本情報』の「震災特例法の適用を受ける」がチェックオフの場合、金額をクリアするように変更。

11 決算業務

・第四表付表（一）(二）は、『所得税基本情報』の「申告書（損失申告用）付表（東日本大震災用）を使用する」が

所得税計算

チェックオンのとき印刷”要”となるように変更。
・損失申告の判定条件変更。

12 データ関系

・第四表付表の未使用チェックを追加。
当年の被災純損失、特定雑損失の金額は、『所得税基本情報』の「震災特例法の適用を受ける」がチェックオンの場合に

決算更新

翌年に繰り越すように変更。
一般と農業の所得があり、一方が赤字になる場合に、決算書選択画面のガイド欄に表示される控除額再計算の実行を促す
メッセージの内容が不適切なため、修正しました。

13 決算業務

・ガイド欄のメッセージの変更（エラー色の赤に変更）

個人決算書

・青色申告特別控除額欄の金額表示を赤色（エラー）に変更
・金額チェック画面（青色申告特別控除額のチェック）のガイド表示を修正

14 決算業務

所得税申告書

15 決算業務

個人決算書

16 決算業務

当年実績

17 決算業務

個人決算書

・終了確認画面のガイド表示を修正
・チェック判定でエラーがある場合に、印刷ボタンを押下すると確認メッセージが表示されるが、
データ変更を一切行わずに、再度、印刷ボタンを押下したときに確認メッセージを表示していないが、表示するように変更。
H25年版のマニュアル・ヘルプにデータ連動に関する説明内容を追加するように修正。
「1.3.13 決算書の減価償却費について」として追加
製造、建設工事業を採用していない場合、製造業科目とPL工事科目の実績を全てクリアするよう修正しました
控除額再計算の実行時に実施する手順が表示されるよう、メッセージの内容を修正しました。
一般または農業が単独の１業種の場合、
「青色申告特別控除額の計算」画面の「本年分の不動産所得の金額」欄に金額が入力された場合の考慮が抜けていました。
単一業種の場合は控除額再計算を実行できないように制御されているため、メッセージの内容を切り替えて表示するように

18 決算業務

個人決算書

修正しました。
→

メッセージ「「青色申告特別控除額の計算」画面の「本年分の不動産所得の金額」欄を確認してください。」を表示

・金額チェック画面（青色申告特別控除額のチェック）のガイド表示を修正
19 決算業務

所得税基本情報

20 連合会業務

一括印刷依頼一覧

21 連合会業務

一括印刷依頼一覧

・終了確認画面のガイド表示を修正
・還付金融機関の口座番号、記号番号でガイドを表示するように変更。
※記号番号のガイドに誤りがあったため、ガイドのみ差替
帳票欠損対応：排他制御を明細単位ではなく、事業者単位で行うように修正
排他制御修正：排他エラー(-2：排他ロック)については回避方法が無いため、-2の場合排他制御を最低10回リトライするように修正
排他制御エラーによるメッセージ改良版
排他エラーを全て「バックアップ等の処理中により印刷できません」としていたが、
実際にバックアップ・決算更新・コンバートが行われていた場合を除く排他エラーの詳細を表示するように修正
※本対応によりクライアントマシンにてActiveXの更新が行われます。

v1.04.0202_修正内容
項番

タブメニュー

修正画面

修正機能

修正内容

PRサーバーにて
現在1時間ごとに起動されている、一括印刷で作成されたファイルの削除処理の
起動タイミングを以下に変更
0:00～1:00時の間に初回起動して実行日付を管理
1

連合会業務

一括印刷依頼

PRサーバー内では1時間ごとに実行日付の状態を確認し、システム日付が同日であれば、ファイルの削除処理を起動しない。
システム日付が変わるまで同様の処理が繰り返される。
※1 一括印刷定期処理サービスを再起動した際に、その日の初回起動が行われる。
※2 ファイル削除処理起動時にDBサーバーへ接続できず失敗に終わった場合、その日の起動は終了となり、
翌日の起動へ繰り越しとなる(前日分を含めて削除処理が起動される)。

2

決算業務

固定資産台帳

3

決算業務

固定資産台帳

固定資産起動時に、償却不可の資産で普通償却費、償却基礎金額、償却期間が強制入力になっている場合に、
強制を解除する様に対応。
・減少事由が｢売却｣の場合、摘要欄へ設定する文字を｢除却｣では無く｢売却｣になる様に対応。
・既に登録済の資産については、固定資産台帳の起動時に、｢除却｣で登録されている文字列を｢売却｣に変換する様に対応。

