
v1.05.0500_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 メニュー
メニューより振替伝票を素早く複数回選択すると、

「構文エラー、もしくは、アクセスロール違反です。」のエラーが発生する不具合を修正しました。

2 その他 メニュー

各画面からAPツールバー「×」ボタンでメイン画面へ遷移する時、通信が行われている（マウスカーソルが時計マーク）間に

画面遷移が行われると内部で設定される所属商工会コード情報が空になり、

経営指標データに不正なデータが存在しているとして請求データ連動がエラーになってしまう不具合を修正。

3 日常業務

仕訳帳（ドリルダウン元帳）

出納帳（現金・預金）

売掛帳

買掛帳

振替伝票

入金伝票

出金伝票

更新前の会計単位チェック

不整合なデータが作成される事を防ぐため、仕訳更新処理前に会計単位が不正となっている場合エラーとする対応を行いました。

4 日常業務

仕訳帳（ドリルダウン元帳）

出納帳（現金・預金）

売掛帳

買掛帳

振替伝票

入金伝票

出金伝票

更新前の事業者コード、年度チェック

更新対象以外のデータベースへ誤って書き込まれる事を防ぐため、仕訳更新処理前に更新対象とされる事業者の事業者コードと

処理年度が不正となっている場合エラーとする対応を行いました。

5 日常業務 仕訳帳（ドリルダウン元帳） データ種別「5」のインポートデータがインポート処理後に表示されない不具合を修正しました。

6 日常業務 仕訳帳（ドリルダウン元帳） 仕訳が18件登録済みの場合、「仕訳日記帳」印刷で2ページ目が「ヘッダー」と「貸借合計欄」のみ出力される不具合を修正しました。

7 日常業務 出納帳（現金・預金）
既存仕訳を編集（売上科目⇔仕入科目）した際、消費税区分「売上」⇔「仕入」の表示が切り替わらなかったため、

正しく表示切替が行われるよう対応しました。

8 日常業務 資金日計表
銀行採用なしの状態で、期首残高に金額を登録した状態で資金日計表を出力した場合、前日残高の金額が出力されない不具合を修正しま

した。

9 日常業務 資金日計表 「各小計（現金計など）」にて、銀行毎に集計しないように修正しました。

10 日常業務 資金繰推移表 差引過不足に財務収入、支出の金額が含まれてしまう不具合を修正しました。

11 日常業務 資金繰推移表 補助を使用した同一の金額が複数あるとき、金額が合わない不具合を修正しました。

12 マスター関係登録 取引先名称 新規入力時に合計情報タブを選択すると、実在情報タブに戻った際に入力欄が活性化している点を修正しました。

13 マスター関係登録 部門名称
・ツリーをドラッグ＆ドロップで組換え中に、「整合性違反」のダイヤログが表示される点を修正しました。

・ツリーの選択項目とグリッド選択項目の連携が正しく行われない点を修正しました。

14 マスター関係登録 部門配賦情報 配賦基準値の「月別管理」に関して、背景に色がついてしまっている為、画面の背景色にあわせる様、修正しました。



15 決算業務 決算報告書

一括印刷を処理した場合、「株主資本変動計算書」の一部の項目名（「株主資本」「利益剰余金」「その他利益剰余金」）が

空欄になる不具合を修正しました。

※決算報告書を一度も起動しない状態で、一括印刷を行った場合のみ発生。

16 決算業務 分析グラフ 損益分岐点図表に出力される「変動費率」の名称を「変動費比率」に修正しました。

17 商工会業務 アクセス状況確認
排他情報が残っているにもかかわらずアクセス状況確認で確認しても該当処理の情報が表示されていない現象への暫定対処として、

CSV出力を行う機能を追加して表示されない処理名の処理情報を取得できるようにしました。

18 商工会業務 事業者データ作成 事業者データ作成の「青白区分」に関して、背景に色がついてしまっている為、画面の背景色にあわせる様、修正しました。

19 商工会業務 ネットde記帳・個別会計コンバート

複数年事業者の場合、正常にDBアップデートが行われない不具合対応しました。。

例）

①複数年（例：H26とH25）のデータがある事業者を用意

②個別会計コンバートを開き、H26年度で①の事業者を選択する（※この時H26年度がVerUPされる）

③年度をH25に変更する（※このときH25年度VerUPは行われない）

20 その他 その他
エラーダイアログのメッセージに何も表示されない場合があったので、

「集計処理に失敗しました。」等のメッセージを表示するように対応しました。

21 連合会業務 一括印刷状況確認
一括印刷のPHPが予期せぬ形で処理が終了してしまった場合、現状では一括印刷状況確認に表示されず印刷漏れの原因となってしまうた

めの対応

22 連合会業務 一括印刷状況確認
プリンター設定にて、残帳票全てを「印刷しない」とした場合でも詳細に表示することとし、印刷指示を可能とするように対応しまし

た。

23 商工会業務 一括印刷依頼

一括印刷依頼を起動した際、連合会での事前設定が必要な場合、以下のメッセージを表示しますが、

メッセージ表示後は一括印刷依頼へ遷移せずメニュー画面に戻る様、修正を行いました。

・「エラー：一括印刷帳票マスターが登録されていません。」

・「エラー：一括印刷印字設定が登録されていません。」

・「エラー：商工会一括印刷方法マスターが登録されていません。」

・「エラー：商工会一括印刷帳票設定マスターが登録されていません。」

24 商工会業務 一括印刷依頼

商工会印刷での総勘定元帳において、以下の不要な処理を除外する対応を行い、PDF作成の処理速度を改善しました。

各帳票は複数のファイル(月次4票など)を1つに結合する処理を介してPDF作成が行われるが、

総勘定元帳は常に1つのファイルであり、結合処理を介す必要が無いため、結合処理を除外しました。

25 商工会業務 一括印刷依頼
RSI、PDFファイル削除速度改善

夜間起動の保持期限切れファイル削除処理速度が遅い為、速度改善の対応をしました。

26 連合会業務 一括印刷帳票出力
商工会PDFファイルが正しく作成されず(PRサーバにて定期処理及びtomcatが正しく起動できていなかった等)、

未作成のまま残り続けてしまうデータについても、画面から削除となるように対応しました。

27 その他 メニュー

決算更新で税務のテーブルに必要なデータが無い状態になっていて、事業者選択後、

「警告：税務バージョンアップでエラーが発生しました。管理者にお問い合わせ下さい。」といったメッセージが表示されるケースにつ

いて、

事業者選択時に下記のチェックやメッセージ文言の変更を行い、ユーザーが即座に復旧できる様に対応しました。

（※当該事象は前年度の決算更新で残高再移送を実施することで対処可能）

①税務データバージョンアップで税務スキーマは存在するがデータが存在しない場合エラーとし、

　前年の残高再移送を促すメッセージを表示する。メッセージ表示後は前年データの選択が可能になるよう修正する。

②上記①以外の例外が発生することを考慮し、決算更新において処理が正常に終了したかどうかのフラグを持たせ、

　終了していない場合、事業者選択時にエラーとし、前年の残高再移送を促すメッセージを表示する。

28 その他 メニュー
同一年度内に異なる会計期間のデータを作成した場合、

選択事業者リストが年度（降順）、決算開始年月日（降順）の順で表示が行われるよう修正しました。



29 その他 メニュー

事業者選択時に実行されるスキーマ存在チェックのエラーメッセージがユーザーにわかりづらい文言となってしまっていた為、

以下のように変更しました。

・「データコントロール」　→　「データ管理情報」

・「スキーマ」　→　「データ」

30 日常業務 仕訳帳（ドリルダウン元帳） 出納帳へのドリルダウン対応（詳細は機能設計書をご提示済みです）

31 日常業務 仕訳帳（ドリルダウン元帳）

仕訳帳の条件入力ダイアログの絞り込み機能を細分化しました。

条件入力ダイアログの「データ種別」条件に以下の条件アイテムを追加し、データ種別による仕訳データの絞り込み機能を強化しまし

た。

【データ種別条件アイテム】

・通常仕訳

・自動仕訳

・マネトラ連携

・かんたん見積

・かんたん給与

・顧客管理システム

32 日常業務

振替伝票

入金伝票

出金伝票
伝票ＮＯが同じ伝票が複数あった場合、合計金額がおかしくなる不具合を修正しました。

33 日常業務 資金日計表

下記の手順で、資金日計表を出力した場合、銀行の諸口と科目残高の金額が出力されてしまう不具合を修正しました。

・科目の銀行採用（銀行別補助）します。

・科目残高にて、残高を登録します。

・銀行残高を起動します。

34 日常業務 資金繰実績表 資金繰実績表の出力条件設定にて、TABキー移動するとヘルプにフォーカスが当たる不具合を修正しました。

35 日常業務 資金繰実績表
再表示を行うと決算月が出力されなくなる不具合を修正。また、印刷を行うと、金額が前月の金額を出力されてしまう不具合を修正しま

した。

36 日常業務 資金繰推移表 事業者基本情報の資金繰科目で採用をなしに設定した場合、資金予算項目を空白で表示するように修正しました。

37 日常業務 資金繰推移表
条件設定、印刷設定ダイアログに「予算区分」を追加しました。また、選択した予算区分により、資金予算を出力するように修正しまし

た。

38 日常業務 資金繰推移表 集計日1に2日以降の日付を入力すると、金額が正しく出力されない不具合を修正しました。

39 日常業務 資金繰実績・予定表 資金繰実績・予定表の出力条件設定にて、TABキー移動するとヘルプにフォーカスが当たる不具合を修正しました。

40 マスター関係登録 事業者基本情報
その他事業のBS管理区分が空白選択時、NULL値が更新されてしまう不具合対応しました。。

「BS管理なし」の区分として更新するように修正しました。

41 マスター関係登録 事業者基本情報
事業者基本情報のその他の事業にて、 科目残高が登録されている会計単位を変更しようとした場合に表示される

「残高・実績が登録済のため変更できません。」を「残高が登録済のため変更できません。」に変更しました。

42 マスター関係登録 各種マスター採用情報 得意先、仕入先に補助残高が存在する場合に、得意先、仕入先から取引先に変更ができないため、変更できるよう修正しました。

43 その他 マスター関係登録ヘルプ
・事業者基本情報の法人の設定内容の消費税情報の共通仕入部門の説明を修正しました。

・部門名称の ［実在情報］タブの共通仕入部門の内容を修正しました。

44 決算業務 決算報告書
一括印刷時、「監査報告書」及び「注記表」が出力対象なし（決算書の「報告・監査内容を出力する」にチェック無しのこと）の場合、

出力されてしまう不具合を修正しました。



45 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にて、精算表で調整金額を入力した場合、キャッシュフロー計算書の画面では反映されるが、

印刷に反映されない不具合を修正しました。

46 データ関係 マスター再計算

消費税コード再セット、業種コード再セットチェックボックスをONにした際のメッセージ内容を以下のよう修正しました。

【消費税コード再セットメッセージ】

「仕訳の消費税コードを会社基本情報の消費税コードで･･」

⇒「仕訳の消費税コードを事業者基本情報の科目別消費税にて登録されている消費税コード･･」

【業種コード再セットメッセージ】

「仕訳の業種コードを会社基本情報の業種コードで・・」

⇒「仕訳の業種コードを事業者基本情報の科目別業種にて登録されいる業種コード･･」

47 連合会業務 ポリシー設定 「ロックアウトのしきい値」のガイドで、「ロックアウトしません」→「ロックアウトされません」に修正しました。

48 商工会業務 事業者データ作成
決算更新より処理が呼ばれた場合に限りデータコントロールテーブルの「決算更新作成中フラグ」に処理内で「1：作成中」を挿入し、

処理が完了したら「0：正常終了」をセットするよう修正しました。（決算更新の正常終了、異常終了を把握できるようにするため）

49 商工会業務 事業者データ作成 月次開始日に不正なデータ（0以下）が渡された場合にエラーを発生させ、エラーログを出力するよう修正しました。

50 商工会業務 事業者データ作成 決算更新後に商工会業務＞事業者情報登録の事業者情報一覧表にて、個人事業者のその他事業がクリアされる点を修正しました。

51 商工会業務 事業者データ削除
事業者データ削除処理中にF5キー押下またはブラウザ×ボタン押下された場合、

各事業者に対してかけている処理排他が残ってしまう不具合を修正しました。

52 商工会業務 ネットde記帳・会計コンバート
会計コンバートにて固定資産データが存在していた場合、

固定資産のインポートが正常終了するまでは「移行中」状態の解除を行わないよう修正しました。

53 商工会業務 データ・バックアップ
事業者データ・バックアップ処理中にF5キー押下、またはブラウザ×ボタンを押下された場合、

サーバー側で処理が終了した時点で処理排他を解除するように変更しました。

54 商工会業務 データ・バックアップ

・処理中にチェック(同時起動数、ｽｷｰﾏ、サイズ等)処理を追加しました。

　【同時起動数チェック】

　　事業者データバックアップ、事業者データリストアの同時起動数をチェックし、

　　設定数を超えた場合にバックアップ処理を実行できないように制御します。

　【スキーマチェック】

　　スキーマの欠落やバックアップ状態になっていないかをチェックします。

　【サイズチェック】

　　バックアップファイルが20MBを超えているかチェックします。

　　20MBを超えている場合、転送に失敗するためダウンロードを中止します。

・データ復旧処理を追加しました。

　【復旧処理】

　　スキーマの欠落やバックアップ状態になっていないかをチェックし、復旧可能であれば復旧を行います。

　　復旧不可能な場合は管理者への問い合わせを促します。
55 その他 決算専用ヘルプ 推移財務報告書の比較対象の説明を修正しました。

56 決算業務 分析グラフ 損益分岐点図表の「変動費率」の名称を「変動費比率」にした画面に差替えました。

57 商工会業務 一括印刷依頼

決算依頼の際、

業種に「一般」が含まれていない事業者は、青色申告決算書の印刷依頼を行う必要が無いため、

青色申告決算書の未入力チェックが行われないように対応しました。



58 商工会業務 一括印刷依頼

決算依頼の際に、該当事業者が他の処理を行っている場合に表示されるメッセージ「処理中の事業者が含まれます。

依頼処理を完了できませんでした。」について

・システムがビジー状態 (排他ロック -2)

・バックアップ・決算更新等影響のある処理が行われている状態 (事業者処理中により排他制御 -14)

いずれも上記の同じメッセージを表示していたため、メッセージを区別するように修正しました。

59 商工会業務 一括印刷依頼
会計データ（会計スキーマ）が存在しない場合、処理が止まらない状態（永久ループ）となってしまうため、処理を返すように対応しま

した。

60 マスター関係登録
科目別消費税

勘定科目
科目名称と科目別消費税において、消費税科目編集時の警告メッセージ変更しました

61 マスター関係登録 勘定科目 科目別補助に銀行コードが設定してある科目の第一補助に銀行を設定した際、確認ダイアログを表示させるよう修正しました

62 マスター関係登録 勘定科目 共通補助に銀行が採用されていてもキーボード操作で銀行コードにフォーカスが当たってしまう点を修正しました。

63 マスター関係登録 科目出力順序 試算表(フォーム)の貸借対照表もしくは損益計算書選択時、合計行と枠外行の目印を追加しました。

64 マスター関係登録
経過月発生高

過年度実績
要約PL科目に、繰越利益変動額を追加しました。

65 その他 その他 事業者選択時のバージョンアップ 期首残高の科目別補助の諸口レコードを復旧する。

66 日常業務
仕訳帳（ドリルダウン元帳）

（インポート）
マネトラ連携、インポート処理を修正しました。

67 決算業務 消費税申告書

中間申告書8％対応

・課税期間（自）がH26/4/1以後の中間申告書で消費税率8％に対応しました。

・中間申告書の再計算時に「修正申告である場合」欄と「xxの年月日」欄の項目がクリアされないように修正しました。

68 決算業務 消費税申告書

中間申告書8％対応

・電子申告で作成されるXTXファイルのバージョンを、課税期間（自）がH26/4/1以後は「Ver.13」で作成し、

　それ以前なら「Ver.12」で作成するように修正しました。

69 決算業務 所得税申告書

税務バージョンアップエラー表示に対する対応

・税務バージョンアップでエラーが発生したとき、エラーの内容を区別できるようにメッセージを変更しました。

　税務データ不備によるエラーの場合は、【残高再移送メッセージ】を表示します。

　バージョンアップでの更新エラーの場合は、【バージョンアップエラーメッセージ】を表示します。

70 その他 メニュー
「振替伝票で構文エラーが発生」での対応における弊害で、排他メッセージが表示された後、

メニューの処理が選択できない様になってしまっていた為、排他メッセージ表示後、再度メニューが選択出来る様に修正しました。

71 その他 メニュー 「連合会業務＞特殊処理＞復旧処理」を非表示にする

72 決算業務 消費税申告書

Ver.1.05.0401以前に課税期間(至）をH26/3/31以前に短縮した事業者を、

Ver.1.05.0401へバージョンアップ後に課税期間(至)をH26/4/1以後に変更し、別画面へ移動すると申告書画面が

フリーズする不具合を修正しました。

課税期間(至)をH26/4/1以後に変更し課税期間変更ダイアログの「OK」ボタンクリックで自動的に再計算を行い、

8％対応の様式で再表示するように修正しました。

v1.05.0501_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 科目別集計表

科目別集計表における「翌期の場合の繰越利益剰余金の集計・表示」の仕組みにおいて、

種類が「科目別補助」などの「単独科目計」以外の場合、「901期首繰越利益剰余金」の科目（内部コード324）と

補助の内部コードをマッチングさせてしまっていた為、内部コードが「324」の補助で翌期の前月残高が不正に表示されて

しまっていた不具合を修正しました。

また、「個人」の事業者においても同様の現象が発生してしまっていた為、あわせて修正しました。

※個人の場合は元入金（内部コード115）が対象となります。

2 その他 その他 事業者データバージョンアップ

事業者データ選択時にVer1.05.0300へのバージョンアップを行う際、

別の端末より同一年度の別事業者からVer1.05.0300へのバージョンアップが同じタイミングで行われた際、

エラーが発生するケースがあった点を修正しました。

3 連合会業務
一括印刷依頼一覧

一括印刷状況確認

連合会一括印刷にて月次損益推移一覧表(一部)が正常に印刷できない状況が発生した場合で、

一括印刷状況確認にも未印刷の帳票が表示れない状態となり、印刷完了することができず、

納品明細表に表示させることができないパターンが発生していたため、

暫定対処として、同事象が発生しても、現状の運用方法で対応可能な修正を行いました。

今後同事象が発生した場合は、一括印刷状況確認に表示されるため、

一括印刷状況確認にて、正常に印刷されなかった帳票を印刷していただくことで、印刷完了の状態になり、

納品明細表に表示されるようになります。

4 連合会業務 一括印刷状況確認

事象内容：

一括印刷依頼一覧で「印刷しない」と設定して印刷後、一括印刷状況確認でプリンターを割り当てたとき、

本来は「印刷状況」の分子の値は変わらない仕様ですが、分子の値がマイナスされていました（表示のみの不具合）。

対応内容：

一括印刷依頼一覧にて「印刷しない」として印刷後に、一括印刷状況確認でプリンター割り当てを行っても、

「印刷状況」の分子の値をマイナスしないように対応いたしました。

5 日常業務 資金繰推移表
出力条件の資金繰科目出力順序を「コード順」に指定した場合、資金繰予算登録にて入力した資金予算が

正しく出力されない不具合を修正しました。

6 日常業務 資金繰推移表
出力条件の資金繰科目出力順序が「コード順」の場合、各集計日の「前月より繰越」金額が、

手前の集計日金額を出力してしまっている不具合を修正しました。

7 マスター関係登録 事業者基本情報 決算更新直後に、「工事別管理なし」から「工事別管理あり」に変更した際、正常に即時更新が行われるよう修正しました。

8 データ関係 決算更新
当年データと次期データで会計期間が異なる場合、残高再移送時に関数エラーとなり残高再移送ができない不具合を

再移送できるよう修正しました。

v1.05.0502_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 ログイン ・ブラウザの「×」ボタン押下、ファンクションの「Ｆ5」キー押下でデータ連動処理をキャンセルする処理を追加しました。

2 連合会業務 データ連動処理
データ連動

APサーバー

・仕訳データ連動の速度改善を対応しました。

・ダイアログの「キャンセル」押下、ブラウザの「×」ボタン押下、

　ファンクションの「Ｆ5」キー押下でデータ連動処理をキャンセルする処理を追加しました。


