
v1.05.0300_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 日常業務 仕訳帳（ドリルダウン元帳） 決算開始日が1日以外の時に仮受・仮払消費税が正常に出力されない不具合を修正。

2 日常業務 日別残 決算月の金額の表示順が画面と印刷で一致しない不具合を修正。

3 日常業務 日別残 決算月で前日残高が正しく表示されない不具合の修正。

4 連合会業務 ヘルプメニュー 誤字脱字等を修正。

5 日常業務 事業者情報登録 エスケープキーを押下するとグレーアウトしてしまう不具合の修正。

6 商工会業務 ヘルプメニュー 誤字脱字等を修正。

7 決算業務 消費税申告書

消費税申告書の計算処理に追加された仕入消費税コード

（15：共通仕入控除(内税)、16：非課税売上対応仕入控除(内税)、25：共通仕入控除(外税)、

   26：非課税売上対応仕入れ控除(外税)）の計算処理を追加。

8 基本情報登録 工事登録 消費税改正対応の8.0%レコード追加に伴いレコードから8.0%を取得するように修正

9 決算業務 消費税基本情報 事業者情報取込

個人事業者は、事業者情報登録で「経理担当者氏名」に該当する項目の入力がないため

消費税基本情報で「経理担当者氏名」を入力すると、消費税基本情報の事業者情報取込で「経理担当者氏名」に

取込チェックが付いてしまい、そのまま取り込むと「経理担当者氏名」が消えてしまうので、

取込チェックをつけないように修正。

10 日常業務 その他
元帳等の摘要欄で2行以上の長体（幅に収まるように文字幅を縮める）の精度を高めるように修正。

11 日常業務 仕訳帳（ドリルダウン元帳） マネトラ連携処理を追加。

12 日常業務 仕訳帳（ドリルダウン元帳） マネトラ連携処理用のテーブルを追加。

13 基本情報登録 科目別消費税 仕入消費税コードに「15」「16」「25」「26」を追加・消費税８％対応

14 データ関係 マスター更新 完成工事振替自動仕訳作成の消費税改正対応

15 なし その他 事業者検索エクスプローラー

①検索フォーム（コンボボックス）内に文字入力後、

　虫眼鏡のボタンをクリックすると履歴としてコンボボックスに残りますが、Enterキーで検索をすると

　履歴に残らない不具合を修正。

②一度検索後に、再度検索フォーム（コンボボックス）にフォーカスをあて、全選択の状態のまま文字を入力し、

　IMEで確定後、検索が失敗する不具合を修正。

16 なし その他 事業者検索エクスプローラー 特定の事業者データを作成すると事業者検索エクスプローラーで表示されなくなる不具合を修正。

17 日常業務 仕訳帳（ドリルダウン元帳） 消費税改正・OCR対応

18 日常業務 仕訳帳（ドリルダウン元帳） マネトラ連携対応

19 日常業務 仕訳帳（ドリルダウン元帳） 消費税改正・OCR対応（仕訳入力系の共通処理）

20 日常業務 仕訳帳（ドリルダウン元帳） 消費税改正・OCR対応（DBファンクションの更新）

21 日常業務 出納帳（現金・預金） 消費税改正・OCR対応

22 日常業務 出納帳（現金・預金） マネトラ連携対応

23 日常業務 売掛帳 消費税改正・OCR対応

24 日常業務 売掛帳 マネトラ連携対応

25 日常業務 買掛帳 消費税改正・OCR対応

26 日常業務 買掛帳 マネトラ連携対応

27 日常業務 振替伝票 消費税改正・OCR対応

28 日常業務 振替伝票 マネトラ連携対応



29 日常業務 振替伝票

マネトラ連携対応

空Enter⇒複合・資金複合を登録対応

入力、修正中のEndキーにて更新ボタンへフォーカス

キャンセルボタンから後退キーにて摘要へフォーカス

30 日常業務 入金伝票 消費税改正・OCR対応

31 日常業務 入金伝票 マネトラ連携対応

32 日常業務 入金伝票
入力、修正中のEndキーにて更新ボタンへフォーカス

キャンセルボタンから後退キーにて摘要へフォーカス

33 日常業務 出金伝票 消費税改正・OCR対応

34 日常業務 出金伝票 マネトラ連携対応

35 日常業務 出金伝票
入力、修正中のEndキーにて更新ボタンへフォーカス

キャンセルボタンから後退キーにて摘要へフォーカス

36 日常業務 総勘定元帳・補助元帳 消費税改正・OCR対応

37 日常業務 工事元帳 消費税改正・OCR対応

38 日常業務 消費税精算表 消費税改正・OCR対応

39 日常業務 仮受仮払消費税元帳 消費税改正・OCR対応

40 商工会業務 伝言メモ 消費税改正・OCR対応

41 基本情報登録 取引先名称 消費税改正・OCR対応

42 データ関係 マスター再計算 消費税改正・OCR対応

43 データ関係 マスター再計算 マネトラ対応

44 商工会業務 事業者情報登録 印刷ライブラリの修正（２段折返しの長体）に伴う印刷プロパティの修正

45 日常業務 仕訳帳（ドリルダウン元帳） インポート関連処理を追加。

46 日常業務 仕訳入力情報 摘要先行入力区分についてのガイドを修正。

47 日常業務 月次確定 ・契約区分が記帳代行＋自計化で事業者でログインした場合にも事業者で決算確定できるよう修正。

48 商工会業務 一括印刷依頼
青色申告決算書の印刷区分が「印刷する」という設定になっている法人があったとしても、

決算依頼時の個人決算書未入力のチェックは行わないように修正

49 商工会業務 一括印刷依頼 商工会一括印刷にて、決算報告書を印刷した際、キャッシュフロー計算書も合わせて印刷されるように対応

50 日常業務 工事配賦情報 配賦パターン削除時、配賦先情報グリッドのNOに不正な値が表示されないように修正。

51 日常業務 工事配賦情報
・配賦基準情報の削除が完了した際、配賦パターンの配賦基準情報グリッドに、

保存前の削除した配賦基準情報があればクリアするよう修正

52 決算業務 固定資産台帳
付箋を貼り付けた後に、他資産を選択して、再度、付箋を貼り付けた資産を選択すると、

入力エリアの付箋が表示されない不具合を修正。

53 決算業務 固定資産台帳 決算更新

旧定額、旧定率のコンバートデータで、端数処理の違い等により、

期末未償却残高が未償却限度額を超える場合が存在する。

※画面からの登録ではエラーとなる為、コンバートデータのみ発生。

前述のケースを考慮して、決算更新時に旧定額、または、旧定率で　期末未償却残高が未償却限度額を超えた場合、

普通償却費の強制入力区分の解除する様に改良

54 日常業務 仕訳帳（ドリルダウン元帳） 例外税率となる仕訳更新時はメッセージを表示する

55 日常業務 仕訳帳（ドリルダウン元帳） 翌期更新された翌3ヵ月の月度は月次確定済としない（画面側でメッセージを切り替え制御）

56 日常業務 仕訳帳（ドリルダウン元帳） 仕訳データ検索中はAPツールバーを使用できないよう修正

57 日常業務 出納帳（現金・預金） 例外税率となる仕訳更新時はメッセージを表示する

58 日常業務 出納帳（現金・預金） 翌期更新された翌3ヵ月の月度は月次確定済としない（画面側でメッセージを切り替え制御）

59 日常業務 出納帳（現金・預金） 仕訳データ検索中はAPツールバーを使用できないよう修正



60 日常業務 売掛帳 例外税率となる仕訳更新時はメッセージを表示する

61 日常業務 売掛帳 翌期更新された翌3ヵ月の月度は月次確定済としない（画面側でメッセージを切り替え制御）

62 日常業務 売掛帳 仕訳データ検索中はAPツールバーを使用できないよう修正

63 日常業務 買掛帳 例外税率となる仕訳更新時はメッセージを表示する

64 日常業務 買掛帳 翌期更新された翌3ヵ月の月度は月次確定済としない（画面側でメッセージを切り替え制御）

65 日常業務 買掛帳 仕訳データ検索中はAPツールバーを使用できないよう修正

66 日常業務 振替伝票 例外税率となる仕訳更新時はメッセージを表示する

67 日常業務 振替伝票 翌期更新された翌3ヵ月の月度は月次確定済としない（画面側でメッセージを切り替え制御）

68 日常業務 入金伝票 例外税率となる仕訳更新時はメッセージを表示する

69 日常業務 入金伝票 翌期更新された翌3ヵ月の月度は月次確定済としない（画面側でメッセージを切り替え制御）

70 日常業務 出金伝票 例外税率となる仕訳更新時はメッセージを表示する

71 日常業務 出金伝票 翌期更新された翌3ヵ月の月度は月次確定済としない（画面側でメッセージを切り替え制御）

72 日常業務 日計表 処理を正常終了しても集計時の一時レコードが残ってしまっていた点を修正しました。

73 日常業務 科目別集計表 処理を正常終了しても集計時の一時レコードが残ってしまっていた点を修正しました。

74 日常業務 残高一覧表 処理を正常終了しても集計時の一時レコードが残ってしまっていた点を修正しました。

75 日常業務 工事台帳 処理を正常終了しても集計時の一時レコードが残ってしまっていた点を修正しました。

76 日常業務 工事元帳 処理を正常終了しても集計時の一時レコードが残ってしまっていた点を修正しました。

77 なし メニュー
消費税清算表から仕訳帳にドリルダウンを行うと

左上の表示が「日常業務>消費税清算表>［no DB］」と表示される不具合を修正。

78 日常業務 仕訳帳（ドリルダウン元帳） インポート処理を追加。

79 決算業務 決算報告書
・個別注記表の追加

・監査報告書の改良など

80 日常業務 仕訳帳（ドリルダウン元帳） 例外税率の場合、消費税コードに「*」を付与するように修正

81 日常業務 仕訳帳（ドリルダウン元帳） 仕訳インポート後のインポート仕訳データ絞り込み表示不具合修正

82 日常業務 出納帳（現金・預金） 例外税率の場合、消費税コードに「*」を付与するように修正

83 日常業務 売掛帳 例外税率の場合、消費税コードに「*」を付与するように修正

84 日常業務 買掛帳 例外税率の場合、消費税コードに「*」を付与するように修正

85 日常業務 振替伝票 例外税率の場合、消費税コードに「*」を付与するように修正

86 日常業務 振替伝票 「伝票確定」時のチェックを ①税率チェック　②金額バランスエラーチェック の順番に変更

87 日常業務 入金伝票 例外税率の場合、消費税コードに「*」を付与するように修正

88 日常業務 入金伝票 PDFプリンターを使用した場合に、帳票名が「null.pdf」となっている不具合を修正

89 日常業務 出金伝票 例外税率の場合、消費税コードに「*」を付与するように修正

90 日常業務 出金伝票 PDFプリンターを使用した場合に、帳票名が「null.pdf」となっている不具合を修正

91 日常業務 仕訳帳（ドリルダウン元帳）
仕訳インポート後のインポート仕訳データ絞り込み表示不具合修正

92 日常業務 出納帳
条件検索後、繰越額行へフォーカスが当たっているにも関わらず、

APToolBarの削除ボタン等が使用可能となっている不具合修正

93 日常業務 その他 元帳等の摘要欄で2行以上の長体（幅に収まるように文字幅を縮める）の精度を高めるように修正。

94 日常業務 振替伝票 非課税、不課税取引の場合に例外税率フラグが立ってしまう不具合を修正

95 日常業務 入金伝票 非課税、不課税取引の場合に例外税率フラグが立ってしまう不具合を修正

96 日常業務 出金伝票 非課税、不課税取引の場合に例外税率フラグが立ってしまう不具合を修正



97 連合会業務 一括印刷状況確認

一括印刷状況確認詳細にて、印刷状況の分子/分母のカウントが不正であった為修正

・欠損した帳票があった場合、欠損分が分母にカウントされていなかった

・商工会表紙が全ての事業者にカウントされていたため1番目に印刷された事業者のみカウント

・一括印刷依頼一覧にて「印刷しない」を選択して印刷を行った帳票も分子/分母ともカウントするように修正 (印刷済扱い)

98 日常業務 入金伝票 例外税率の場合、消費税コードに「*」を付与するように修正

99 日常業務 出金伝票 例外税率の場合、消費税コードに「*」を付与するように修正

100 日常業務 仕訳帳（ドリルダウン元帳） ドリルダウン元帳（印刷）の場合、消費税コード下に税率を表示する様に修正。

101 日常業務 仕訳帳（ドリルダウン元帳） PDF出力した場合に、金額に長体が設定されない不具合を修正。

102 日常業務 仕訳帳（ドリルダウン元帳） 消費税コードの入力が不要な取引の場合に、消費税コード「0」が印刷される不具合を修正。

103 日常業務 出納帳（現金・預金） 消費税コードの入力が不要な取引の場合に、消費税コード「0」が印刷される不具合を修正。

104 日常業務 日常業務ヘルプ

・消費税5％を8％または消費税を表示しない仕訳に変更。

・消費税の説明に「消費税率について」の参照を追加。

・「ファンクション」で［仕訳帳］を追加。

・「仕訳帳」の「■ ファンクション」で

　・［消費税率変更］を追加。

　・［手書摘要削除］［手書摘要復活］を追加。

・「仕訳帳を入力する」の「■ 摘要入力方法」を修正。

・「仕訳帳を入力する」の「● 消費税コードについて」で、「共通仕入控除」

　「非課税売上対応仕入控除」を追加。

・「仕訳日記帳を印刷する」の「■ 仕訳を絞り込み表示する」で、

　［詳細条件］タブに「標準例外区分を」追加。

・「振替伝票を入力する」の②で、「科目コード「0（ゼロ）」

　を入力し、」→「科目コード「0（ゼロ）」を入力するか、何も入力しないで」に修正。

105 決算業務 固定資産台帳
固定資産台帳にて初期ロード時に先頭となるデータ（デフォルトのソート順の1件目）に対し、

付箋の項目にコメントを付けて更新ボタンを押すと付箋の欄が入力不可にならない不具合を修正。

106 日常業務 部門配賦情報 配布基準情報グリッドで、削除した基準科目コードの配賦割合が表示される不具合を修正。

107 なし なし
仕訳の入力時に「無効なトランザクション状態です」が発生するデータを、

データバージョンアップで復旧するように対応。

108 基本情報登録 事業者基本情報 決算専用の事業者基本情報に事業規模の項目が存在しなかったため、追加対応を実施。

109 日常業務 仕訳帳（ドリルダウン元帳） インポート処理を修正。

110 日常業務 資金繰実績表 資金繰利用情報の異常系処理の追加

111 日常業務 資金繰実績・予定表 資金繰利用情報の異常系処理の追加

112 日常業務 仕訳帳（ドリルダウン元帳 非課税・不課税取引時にBS計上部門コードがセットされてしまう不具合対応

113 日常業務 出納帳 非課税・不課税取引時にBS計上部門コードがセットされてしまう不具合対応

114 日常業務 売掛帳 非課税・不課税取引時にBS計上部門コードがセットされてしまう不具合対応

115 日常業務 買掛帳 非課税・不課税取引時にBS計上部門コードがセットされてしまう不具合対応

116 日常業務 振替伝票 非課税・不課税取引時にBS計上部門コードがセットされてしまう不具合対応

117 日常業務 入金伝票 非課税・不課税取引時にBS計上部門コードがセットされてしまう不具合対応

118 日常業務 出金伝票 非課税・不課税取引時にBS計上部門コードがセットされてしまう不具合対応



119 データ関係 マスター再計算

①エラーログに該当仕訳のヘッダ検索Noと明細検索Noを出力する。

②部門採用のない法人事業者にてBS計上部門コードがクリアされてしまう不具合対応。

③非課税取引仕訳で例外税率区分がセットされている仕訳にて

　「消費税コード自動クリア」メッセージが出力される不具合対応

120 商工会業務 事業者基本情報

①決算更新後(仕訳が一切ない状態)の会計単位変更にて、下記の内容を修正

　・残高クリア処理で、一般科目と使用可能な事業専用科目の残高はクリアしないよう修正

　・会計単位変更時に残高クリアされる為、その旨を残高クリアメッセージ内容に追記

　・会計単位変更時、DBに即時更新するよう修正

②決算更新後(仕訳が一切ない状態)の原価科目採用変更にて、下記の内容を修正

　・残高クリア処理を追加

121 商工会業務 事業者基本情報 会計単位変更時の仕訳存在チェックにて、仕訳ヘッダーでの会計単位使用有無チェックを追加

122 マスター関係登録 振替伝票（定型仕訳） 消費税改正・OCR対応

123 マスター関係登録 振替伝票（定型仕訳）

空Enter⇒複合・資金複合を登録対応

入力、修正中のEndキーにて更新ボタンへフォーカス

キャンセルボタンから後退キーにて摘要へフォーカス

124 マスター関係登録 入金伝票（定型仕訳） 消費税改正・OCR対応

125 マスター関係登録 入金伝票（定型仕訳）
入力、修正中のEndキーにて更新ボタンへフォーカス

キャンセルボタンから後退キーにて摘要へフォーカス

126 マスター関係登録 出金伝票（定型仕訳） 消費税改正・OCR対応

127 マスター関係登録 出金伝票（定型仕訳）
入力、修正中のEndキーにて更新ボタンへフォーカス

キャンセルボタンから後退キーにて摘要へフォーカス

128 マスター関係登録 振替伝票（定型仕訳） 「5%」固定で登録されていた税率を標準税率へ変更。

129 マスター関係登録 入金伝票（定型仕訳） 「5%」固定で登録されていた税率を準税率へ変更。

130 マスター関係登録 出金伝票（定型仕訳） 「5%」固定で登録されていた税率を標準税率へ変更。

v1.05.0301_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 商工会業務 事業者状況確認

過年度実績マスターの復旧対応

バージョンアップ対象の事業者で

事業者状況確認の該当年度表示時に、過年度実績の数値が一覧の最初に表示される事業者に偏ってしまうための修正

⇒科目別内訳書の前期金額が、最初の事業者だけ実績値 × バージョンアップ対象の事業者数となって表示されてしまう

2 その他 その他 マスター再計算
①定型仕訳データにてスペースの消費税コードが「99」に置き換わってしまう不具合修正。

②クリア処理を変更

3 日常業務 総勘定元帳・補助元帳 例外税率のアスタリスク表示対応

4 日常業務 工事元帳 例外税率のアスタリスク表示対応

5 日常業務 仮受仮払消費税元帳 例外税率のアスタリスク表示対応

6 なし メニュー

新規メニュー追加

日常業務＞資金繰表＞資金日計表

日常業務＞資金繰表＞資金繰推移表

日常業務＞資金繰表＞資金集計表

7 なし メニュー メニュー選択後に事業者選択ができてしまう不具合の修正



8 なし なし マスター更新 決算専用当年実績：空白科目作成の際、実在科目のみ更新し、合計科目は非表示にしないよう修正

9 なし なし マスター更新  完成工事売上高自動仕訳作成時、伝票日付を処理月月末→工事完成日付に修正

10 日常業務 仕訳帳（ドリルダウン元帳）
ヘッダ会計単位が不正（仕訳ヘッダにて使用中にも関わらず事業者基本情報にて削除された）となっている

仕訳ヘッダデータの会計単位を主たる事業へ強制アップデートする

11 日常業務 振替伝票 適用期間外で標準税率に自動変換された場合に、消費税コードに「*」が付いてしまう不具合修正

12 日常業務 入金伝票 適用期間外で標準税率に自動変換された場合に、消費税コードに「*」が付いてしまう不具合修正

13 日常業務 出金伝票 適用期間外で標準税率に自動変換された場合に、消費税コードに「*」が付いてしまう不具合修正

14 商工会業務 事業者基本情報 簡易課税基準業種を変更した際、マスター再計算実行フラグをONにしない対応

15 なし なし Flexコンポーネント

イメージ摘要対応

・摘要画像がある際、ブラウザのウインドウ縮小時に画面が崩れる問題を修正

・最大表示の際に、イメージが大きすぎる問題を修正

16 日常業務 出納帳
①金額項目にて「BackSpace」⇒「0」を入力後、消費税額がクリアされず残ってしまう不具合対応

②内税額に「0」が更新されてしまう不具合対応

17 日常業務 売掛帳
①金額項目にて「BackSpace」⇒「0」を入力後、消費税額がクリアされず残ってしまう不具合対応

②内税額に「0」が更新されてしまう不具合対応

18 日常業務 買掛帳
①金額項目にて「BackSpace」⇒「0」を入力後、消費税額がクリアされず残ってしまう不具合対応

②内税額に「0」が更新されてしまう不具合対応

19 日常業務 総勘定元帳・補助元帳 11/20緊急（ver1.03.0005）にてリリースした「両面印刷について」の対応が消費税改正版の総勘定元帳に含まれていない点を修正

20 日常業務 キャッシュ・フロー計算書 キャッシュ・フロー計算書の精算表にて、期首月を指定して財務連動を行うと、「期首残高」が連動されなかった不具合を修正。

21 決算業務 決算報告書
｢株主資本等変動計算書に関する注記｣の｢配当の原資｣｢株式の種類｣｢決議｣に最大文字数入力して印刷すると

文字欠けしてしまう不具合を修正

22 決算業務 決算報告書 注記表のテキストエリアが上下逆で印刷される不具合を修正

23 決算業務 決算報告書 注記表のテキストエリアで１行目が空欄だと出力されない不具合を修正

v1.05.0302_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 商工会業務 事業者データ作成 仕訳入力開始月を期首月以外にした際の確認ダイアログにフォーカスがセットされるよう修正

2 マスター関係登録 事業者情報登録 科目別採用ダイアログ
補助を採用するときに、仕訳が存在する科目と存在しない科目の補助を採用して更新をすると、

マスター再計算の確認ダイアログが表示されない不具合を修正。

3 日常業務 仕訳帳 一括置換時、エラーログの保存をキャンセルした場合も置換処理を続行する様に修正

4 決算業務 消費税申告書

再計算時に申告情報連動選択ダイアログの「申告情報を上書きする」チェックを外して実行すると、

『電子申告データ作成』の送付票入力画面で消費税基本情報で入力されている以下のデータが表示されない不具合を修正。

提出情報：納税地郵便番号、納税地住所カナ、代表者郵便番号、代表者住所、代表者電話番号

税理士情報：フリガナ、郵便番号、住所

5 日常業務 資金繰実績・予定表 条件設定をキャンセルすると予算が表示されなくなる不具合を修正

6 決算業務 決算報告書 出力条件の入力値不正で印刷すると操作不能になる不具合を修正

v1.05.0303_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 日常業務 仕訳帳 特定のオペレーションにより内税額不正となる不具合への対応

2 日常業務 出納帳 特定のオペレーションにより内税額不正となる不具合への対応

3 日常業務 売掛帳 特定のオペレーションにより内税額不正となる不具合への対応

4 日常業務 買掛帳 特定のオペレーションにより内税額不正となる不具合への対応

5 日常業務 振替伝票 特定のオペレーションにより内税額不正となる不具合への対応

6 日常業務 入金伝票 特定のオペレーションにより内税額不正となる不具合への対応

7 日常業務 出金伝票 特定のオペレーションにより内税額不正となる不具合への対応


