ver.1.05.0503_修正内容
項番

タブメニュー

修正画面

1

日常業務

仕訳帳（ドリルダウン元帳）

修正機能

修正内容
仕訳が1件も登録されていないにも関わらず、修正、複写、削除、付箋ボタンが押せてしまう不具合を修正しました。
・新規入力中にグリッドをクリックせずに削除ボタンを押下すると、削除した仕訳は残り、実績金額のみが減算されていたために
不整合なデータが作成されていました。
上記オペレーションを防ぐため、「新規」入力モード中は「削除」「複写」ボタンを使用できないように修正しました。

出納帳（現金・預金）
2

日常業務

売掛帳

・登録済み仕訳に対しグリッドから付箋コメントを登録後に、APツールバーが使用可能になっていたため、

買掛帳

通信完了までは非活性となるように修正しました。
（仕訳帳では使用不可となっていました）
出納帳で「新規入力中にグリッドをクリックせずに削除ボタンを押下すると、削除した仕訳は残り、

3

4

日常業務

日常業務

実績金額のみが減算され不整合なデータが作成されてしまう」という不具合がありました。

仕訳帳（ドリルダウン元帳）

仕訳帳では不整合データは作成されませんでしたが、出納帳とオペレーションを合わせるため、
「新規」入力モード中は「削除」「複写」ボタンを使用できないように修正しました。
ログイン後、事業者基本情報など、日常処理メニューやマスター関係登録メニューの処理などを起動した後に仕訳帳を起動すると、

仕訳帳

仕訳表示エリアやツールバーがグレー表示され、仕訳が入力できない不具合を修正しました。

ver.1.05.0600_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

資金繰実績表

資金繰予算登録

セルにフォーカスを当てたままスクロールすると空白になってしまう現象を修正しました。

2

マスター関係登録 過年度実績

セルにフォーカスを当てたままスクロールすると空白になってしまう現象を修正しました。

3

マスター関係登録 予算-勘定科目
決算専用業務
当年実績

セルにフォーカスを当てたままスクロールすると空白になってしまう現象を修正しました。

4

セルにフォーカスを当てたままスクロールすると空白になってしまう現象を修正しました。
Javaバージョンアップ対応（Java6からJava7）
AP・PRサーバーミドル

5

その他

その他

ウェア
印刷関係共通ライブラリ

バージョンは下記の通りです。
①Java：JRE6（1.6.0_30）→ JRE7（1.7.0_51）
②ミドルウェア：Tomcat7（7.0.25）→ Tomcat7（7.0.52）
③フレームワーク：Struts2（2.3.1.2）→ Struts2（2.3.16.2）
※②、③はPRサーバーのみ適用されます。
クライアントからのネットワーク接続に失敗した場合にリトライを行うように対応しました。

6

その他

その他

フレームワーク

フレームワークで取得されるエラーをメッセージ表示する場合の、メッセージ内容をわかりやすいものに変更しました。
（「不明なエラー」→「システム内でエラーが発生しました。システム管理者にお問い合わせ下さい。」）。
ポーリング時のメイン処理でのエラーを取得し、画面にエラーメッセージを表示するように対応しました。
事業者選択のスキーマ存在チェック処理（最新ではない事業者データが対象）、

7

8

その他

日常業務

メニュー

財務報告書

および会計データバージョンアップ処理（動作環境のバージョンよりも新しいバージョンの事業者）でエラー発生後に、

原価率登録

事業者リストの閉じるボタンを押下すると、商工会業務メニューが表示されなくなる不具合を修正しました。
「原価率登録」⇒「過年度実績からのコピー」を呼出した場合に「通年度実績」と表示されていた文言を、
「通年度実績」から「過年度実績」に変更しました。

原価率登録

「原価率登録」⇒「過年度実績からのコピー」を呼出した場合に「通年度実績」と表示されていた文言を、

9

日常業務

推移財務報告書

10

日常業務

推移財務報告書

11

日常業務

推移財務報告書

12

マスター関係登録 事業者基本情報

※「総合推移（予算）」については、会計単位が「全体（個人の場合）」又は「全社（法人の場合）」のみ、表示する仕様です。
決算更新直後の会計単位変更内容が事業者情報一覧に反映されるよう修正しました。

13

マスター関係登録 科目別補助名称

科目別補助の詳細タブにて、利用できない借方資金繰と貸方資金繰の項目が表示されていたのを、非表示にするよう修正しました。

14

マスター関係登録 科目別補助名称

科目変更後、データグリッドと入力エリアにずれが生じてしまい、視覚上科目が増えてしまう不具合を修正しました。

15

マスター関係登録 取引先名称

16

マスター関係登録 部門名称

補助削除後、一部の項目に削除した内容が引き継がれてしまったため、削除前の項目を引き継がず、正常な補助データを表示するよう修正しまし
一度、合計情報タブに移動してから、実在情報タブに戻った後、実在情報タブで新規・編集後のキャンセル処理を行うとエラーが発生し、

17

マスター関係登録 部門名称

18

マスター関係登録 部門配賦情報

19

マスター関係登録 部門配賦情報

「通年度実績」から「過年度実績」に変更しました。
会計単位を「全体（個人）」又は「全社（法人）」以外の場合、
条件設定ダイアログにて選択した出力形式のデータが表示されない不具合を修正しました。
条件設定ダイアログにて、「総合推移（予算）」を選択した場合、会計単位の使用を不可にするように修正しました。

その後、合計情報を登録できる様になってしまう不具合を修正しました。
付箋にコメントを入力する際、コメントを入力する前に参照していた入力エリアの入力モードを引き継いでいたため、
付箋のテキストボックスにフォーカスが設定されたら、入力モードをひらがなにするよう修正しました。
開始部門コードと終了部門コードに2147483648以上の数値を入力すると、比較判定が正しく動作しない点を修正しました。
配賦パターンNoにフォーカスが設定されているときは、削除ボタンを使用不可にするよう修正しました。
※工事配賦情報と同様の動作に修正しました。
各種詳細チェックボックスをONにした際の表示メッセージを修正しました。
●資金繰再セット
「入力済の資金繰コードを規定値で置換します。よろしいですか？」と、実行すると元に戻せない旨を追加しました。
●内税分消費税額を再セット
「入力済仕訳の消費税額を再計算した金額で置換します。よろしいですか？」と、実行すると元に戻せない旨を追加しました。

20

データ関係

マスター再計算

●消費税コード再セット
「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で再セットします。
実行すると元に戻りませんが、よろしいですか？」と、 「元に戻"り"ませんが」から「元に戻"せ"ませんが」に修正しました。
●業種コード再セット
「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ている業種コードで再セットします。
実行すると元に戻りませんが、よろしいですか？」と、 「元に戻"り"ませんが」ではなく「元に戻"せ"ませんが」に修正しました。

21

商工会業務

ユーザー情報登録

画面の入力項目から、「基幹パスワード」項目を削除する対応を行いました。

22

連合会業務

ユーザー情報登録

23

商工会業務

事業者データ作成

画面の入力項目から、「基幹パスワード」項目を削除する対応を行いました。
事業者データ作成完了メッセージの[OK]ボタンでEnterキーを連打した際、一覧から非表示になった作成済みの事業者が
再度データ作成されないよう修正しました。
会計データコンバートと固定資産コンバートで、リカバリ（再コンバート）の方法が違ってくるため、
「移行中」状態の進捗状況（会計データコンバート、固定資産データコンバート）により、
「移行中」解除処理時に表示されるメッセージを切り替える対応を行いました。
●会計コンバート中に中断した場合、以下メッセージを表示します。
移行中の可能性がある事業者が存在しています。
強制的に移行中の状態を解除しますか？
解除後に該当事業者の再コンバートを行う場合は、事業者データ削除及び事業者情報登録にて該当事業者の
削除処理を行ってから再コンバートを実行して下さい。

24

商工会業務

ネットde記帳・会計コンバート

●固定資産コンバート中に中断した場合、以下メッセージを表示します。
24

商工会業務

ネットde記帳・会計コンバート

移行中の可能性がある事業者が存在しています。
強制的に移行中の状態を解除しますか？
解除後に該当事業者の再コンバートを行う場合は、個別コンバートにて固定資産データの再コンバートを
実行して下さい。
※上記の場合、事業者データ作成、及び会計コンバートまでは正常に完了しており、個別コンバートで
固定資産のみを再コンバートする必要があります。
●同一Zipファイル内に会計コンバート、固定資産コンバート中断の事業者が混在している場合、以下メッセージを表示します。
移行中の可能性がある事業者が存在しています。
強制的に移行中の状態を解除しますか？
【状態：会計コンバート】
事業者データ削除及び事業者情報登録にて該当事業者の削除処理を行ってから再コンバートを実行して下さい。
【状態：固定資産コンバート】

25

商工会業務

ネットde記帳・会計コンバート

26

商工会業務

ネットde記帳・会計コンバート

27

連合会業務

一括印刷依頼一覧

28

連合会業務

一括印刷状況確認

29

商工会業務

一括印刷依頼

30

商工会業務

一括印刷依頼

31

日常業務

仕訳帳（ドリルダウン元帳）

部門未採用の法人の場合、インポートの部門の項目が表示されない不具合を修正し、未採用時も部門が表示されるように修正しました。

32

日常業務

仕訳帳（ドリルダウン元帳）

仕訳帳プログラムの請求管理用仕訳履歴更新対応に伴い、インポート更新処理からの呼び出し方法を修正しました。

33

マスター関係登録 工事名称

ラジオボタン背景色が水色となっている箇所をシステムカラー背景色に修正しました。

34

マスター関係登録 工事完成情報

ラジオボタン背景色が水色となっている箇所をシステムカラー背景色に修正しました。

35

マスター関係登録 工事配賦情報

ラジオボタン背景色が水色となっている箇所をシステムカラー背景色に修正しました。

36

マスター関係登録 工事予算登録

ラジオボタン背景色が水色となっている箇所をシステムカラー背景色に修正しました。

37

決算業務

固定資産台帳

ラジオボタン背景色が水色となっている箇所をシステムカラー背景色に修正しました。

38

決算業務

個人決算書

ラジオボタン背景色が水色となっている箇所をシステムカラー背景色に修正しました。

39

決算業務

所得税基本情報

ラジオボタン背景色が水色となっている箇所をシステムカラー背景色に修正しました。

40

決算業務

所得税申告書

ラジオボタン背景色が水色となっている箇所をシステムカラー背景色に修正しました。

41

決算業務

消費税申告書

42

決算業務

消費税申告書

ラジオボタン背景色が水色となっている箇所をシステムカラー背景色に修正しました。
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、

43

決算業務

消費税申告書

44

決算業務

個人決算書

仕訳データ出力処理にて、資金繰外部コードを出力項目に追加しました。
個別コンバートにて固定資産データの再コンバートを実行して下さい。
仕訳データ出力処理にて、第一、第二補助の外部コードが空白で出力されてしまう不具合を修正しました。
メニュー起動時に画面の初期値をもとに自動で表示処理を行っていたのを、表示速度の観点から行わないよう変更いたしました。
起動後、各検索条件を設定後に表示ボタンを押すことで初めて表示処理が起動するようになります。
メニュー起動時に画面の初期値をもとに自動で表示処理を行っていたのを、表示速度の観点から行わないよう変更いたしました。
起動後、各検索条件を設定後に表示ボタンを押すことで初めて表示処理が起動するようになります。
メニュー起動時に画面の初期値をもとに自動で表示処理を行っていたのを、表示速度の観点から行わないよう変更いたしました。
起動後、各検索条件を設定後に表示ボタンを押すことで初めて表示処理が起動するようになります。
消費税精算表(商工会PDF)の右上の対象期間の表示が決算に限り不正となっておりました。
決算の消費税精算表は、印字対象期間を期首月～決算月3の範囲で出力しておりますが、
右上の対象期間表示が"決算月1 ～ 決算月3"となっておりました。"期首月 ～ 決算月3"と表示されるように修正しました。

Ver.1.05.0401へバージョンアップ後に課税期間(至)をH26/4/1以後に変更した場合に、簡易課税でも自動で再計算するように修正しました。
基本情報の還付金融機関の郵便局名に改行を入力すると、申告書の「郵便局名等」欄に改行までの文字しか表示されませんでした。
申告書の表示、印刷時および電子データ作成時に郵便局名の改行を削除するように修正しました。
決算更新により個人決算書の決算期間が不正な状態のデータとして作成されている事業者データを選択した場合、
個人決算書の起動時に決算期間が正しい状態になるようにデータのリカバリー処理を行います。

個人決算書の決算期間(自)が1月以外に設定されていた場合、
45

データ関係

決算更新(個人決算)後に作成される翌期の事業者データの印刷用の決算期間(自)の値に当年の決算期間(自)がそのまま移送されていました。

決算更新

その為、翌期の決算書を印刷すると決算期間(自)に正しくない開始日が出力されてしまう不具合がありました。
決算更新後は個人決算書の決算期間(自)が「1月1日」になるように修正しました。
印刷指示を行ったタイミングで、対象事業者の会計/税務データが整合性の取れた正しい状態であるかどうかをチェックする機能を追加いたしまし

46

連合会業務

一括印刷依頼一覧

た。
商工会からの依頼時は、会計/税務データが正しい状態であったが、依頼後に正しくない状態になってしまった場合を考慮したチェックになりま
印刷処理中にエラーが発生した際に使用する調査用のログファイルが、印刷実行PCにC:\ActivexTestLogフォルダが

47

連合会業務

一括印刷依頼一覧

作成されている場合にしか出力されない仕様だったため、フォルダ作成を行っていなくても自動で作成するように修正しました。
ログファイルが出力されるフォルダは従来通り"C:\ActivexTestLog"となります。
決算依頼時に、青色申告決算書が印刷対象となっている場合に限り、
該当事業者の税務データが整合性の取れた正しい状態であるかどうかをチェックする処理を追加いたしました。

48

商工会業務

一括印刷依頼

税務データが正しくない状態の場合、商工会/連合会に限らず、青色申告決算書の印刷処理にてエラーが発生してしまうため、
上記処理を追加いたしました。
このエラーは、システムエラーになりますので、マニュアル・ヘルプの参照及び管理者への問合せ対応になります。
事業者が0件の場合に起動すると、"処理中"のバーが表示されたままとなってしまう事象が発生してしまう為、修正いたしました。

49

商工会業務

事業者状況確認

50

日常業務

仕訳帳（ドリルダウン元帳）

51

マスター関係登録 工事残高

52

日常業務

53

マスター関係登録 勘定科目

54

マスター関係登録 科目残高

共通補助「銀行」の名称が変更されていても働くよう修正しました。
処理の起動時、終了時に貸借バランスのチェックを行い、バランスエラーが存在する場合は複合として差額金額を登録するよう修正しました。

55

マスター関係登録 経過月発生高

処理の起動時、終了時に貸借バランスのチェックを行い、バランスエラーが存在する場合は複合として差額金額を登録するよう修正しました。

56

日常業務

月次確定

月次・決算確定を起動した際に、余計な集計データを作成しないよう修正しました。

57

日常業務

月次確定

58

その他

その他

59

商工会業務

事業者データ作成

60

その他

その他

61

決算業務

データ作成送信

修正内容としては、一括印刷依頼と同様に、起動時の初期表示を行わないように対応となります。
この対応により、上記不具合事象の解消及び会計年度を選び直して表示する等の二度手間が解消されます。
仕訳入力中にAPツールバーの「データ連携」から「仕訳インポート」または「マネトラ連携」を選択した際の
メッセージファイルとプログラムを修正しました。
売上・入金勘定タブにおいて、工事コード属性が数値(前ゼロあり)の場合、設定された工事コード桁数に従って表示されていなかった
不具合を修正しました。
科目別補助の採用が多い場合、推移財務報告書のデータ表示に時間が掛かっていた点を修正しました。
科目別補助に銀行コードが設定されていた場合に共通補助「銀行」を設定した際の制御が、

推移財務報告書

62

マスター関係登録 科目別補助名称

63

マスター関係登録 部門配賦情報

期首に複合レコードがある場合、バランスチェックのメッセージを修正しました。
DBバージョンアップ

事業者選択時のバージョンアップ

商工会業務＞『事業者選択』・『一括印刷依頼』起動時及び、自計者様によるログイン時に正しい、フリガナが適用されるよう修正しました。
商工会業務＞『事業者選択』・『一括印刷依頼』起動時及び、自計者様によるログイン時に正しい、フリガナが適用されるよう修正しました。
事業者選択時に余分な複合レコードを削除します。
※期首残高にある複合レコードを削除します。
署名時に「Error：クラスが登録されていません。」と表示されて失敗する問題について、
クライアントPCにデフォルトキーコンテナが存在しない状態での第三世代カードの署名で再現することが確認されたため、
署名画面起動時にデフォルトキーコンテナを作成する対応をしました。
科目別補助名称の詳細タブ画面から「借方資金繰コード」「貸方資金繰コード」「装飾」の3項目が使用されない項目として削除されました。
これに伴い印刷項目からも削除しました。
「マスター関係登録＞部門配賦情報＞配賦基準値」画面にて、基準科目コードにコードが入力されているにも関わらず、
基準科目名にフォーカスが移動すると、削除ボタンが使用不可になってしまう不具合を修正しました。
また、基準科目コードにフォーカスが設定されているときは、削除ボタンを使用不可にするよう修正しました。
※「マスター関係登録＞部門配賦情報」の画面と同じ動作になる様に修正しました。

出納帳入力時に通信エラーとなり入力ができない不具合修正を行いました。
【エラー内容】
通信エラー
64

日常業務

出納帳（現金・預金）

「不明なエラーが発生しました

NetConnection.Call.Failed: HTTP: Status 500」

ログを確認したところ、PHP内での日付変換エラーが原因でした。
仕訳更新時に更新年度のチェック機能を追加し、その処理内で日付の変換エラーとならないように回避を行う対応をしました。
日付変換エラーとならないよう対応を入れました。
「0円の科目を出力する」ありの場合、同一科目が重複して出力される場合がありました。
65

日常業務

資金日計表

判定条件の科目コード及び銀行コードを追加して重複が無いよう対応しました。

66

日常業務

資金集計表

帳票の「(A)/(C)」、「(B)/(C)」（与貸率）がマイナスの時に「－」の符号表示でした、「△」に修正しました。
一括削除実行時、以下の条件に当てはまり削除ができなかった場合は、その旨メッセージ表示するように修正しました。

67

日常業務

仕訳帳（ドリルダウン元帳）

＜削除不可となる条件＞
・月次確定済の仕訳
・翌期更新済での翌3ヵ月分の仕訳
・自動仕訳（工事完成振替、工事・部門配賦）
既存仕訳に対し更新インポートを行った際、請求連動用仕訳履歴テーブルに新規入力の履歴として作成されていたのを修正の履歴として

68

日常業務

仕訳帳（ドリルダウン元帳）

69

日常業務

振替伝票

70

日常業務

入金伝票

71

日常業務

出金伝票

72

日常業務

日計表

不具合を修正しました。
日計表の「前月残高」の表示の際、『財務報告書 > 原価率登録』で登録された減額金額が含まれて印刷されてしまう不具合を修正しました。

73

日常業務

財務報告書

事業者基本情報の仕訳入力開始月を参照して、経過月発生高バランスエラーチェックも行うように修正しました。

74

日常業務

推移財務報告書

75

日常業務

資金日計表

事業者基本情報の仕訳入力開始月を参照して、経過月発生高バランスエラーチェックも行うように修正しました。
資金日計表、資金繰推移表、資金集計表にてPDF出力した場合、帳票のフォントがゴシック体になってしまう不具合を修正しました。

76

日常業務

資金繰推移表

77

日常業務

資金集計表

78

日常業務

資金繰推移表

79

マスター関係登録 各種マスター採用情報

80

決算業務

キャッシュ・フロー計算書

作成するように修正しました。
複数の月度を指定して伝票を印刷した場合に、同じヘッダー検索Noかつ、同じ伝票Noの伝票が存在すると伝票の総合計額が表示されない
不具合を修正しました。
複数の月度を指定して伝票を印刷した場合に、同じヘッダー検索Noかつ、同じ伝票Noの伝票が存在すると伝票の総合計額が表示されない
不具合を修正しました。
複数の月度を指定して伝票を印刷した場合に、同じヘッダー検索Noかつ、同じ伝票Noの伝票が存在すると伝票の総合計額が表示されない

※金額がマイナスの場合、「△」ではなく、「；（セミコロン）」を出力されていました。
資金日計表、資金繰推移表、資金集計表にてPDF出力した場合、帳票のフォントがゴシック体になってしまう不具合を修正しました。
※金額がマイナスの場合、「△」ではなく、「；（セミコロン）」を出力されていました。
資金日計表、資金繰推移表、資金集計表にてPDF出力した場合、帳票のフォントがゴシック体になってしまう不具合を修正しました。
※金額がマイナスの場合、「△」ではなく、「；（セミコロン）」を出力されていました。
「前月より繰越」の金額のみ、千円単位の丸め処理が2回処理されていました。
丸め処理が複数回処理されないように修正しました。
各種マスター採用情報の科目別採用ボタンを押下して表示される終了確認ダイアログで、キャンセルを押下したとき、
ボタンが一切効かなくなってしまう不具合について、キャンセルが押下されたときボタンを使用できるように修正しました。
また、不正な諸口が作成されてしまう不具合は上記修正で作成されなくなりました。
キャッシュフローの「売上債権」項目にある「受取手形割引（減算調整項目）」に対して、マイナス表示されていませんでした。
「減算調整項目」については、マイナス表示するように修正しました。

決算専用の場合、「商工会集計一覧＞事業者一覧」画面にて、内部的に初期値として保持している「免税」固定で表示されている
「消費税区分」を、「空白」表示するよう修正しました。
81

連合会業務

商工会集計一覧

また、消費税区分別での一覧表示は不要の為、
「商工会集計一覧」画面の「表示内容」ラジオボタンが非活性（「主たる事業別」選択状態）となるよう修正しました。

82

商工会業務

事業者データ作成

83

商工会業務

事業者データ削除

事業者データ作成において、データが欠けた状態のまま作成されない様に、
オブジェクトのチェック機能を追加しました。
・スキーマ削除処理でエラーが発生した場合、本来は不要なテーブルスペースの削除処理とディレクトリの削除処理が行われていた点を
修正しました。
・テーブルスペースの削除処理でエラーが発生した場合、本来は不要なディレクトリの削除処理が行われていた点を修正しました。
・個別コンバートにて、既存事業者に対しコンバートを行おうとした際、 該当事業者が「移行中」の場合は
移行中解除処理を実行するよう修正しました。
又、解除処理後はマスター再計算フラグをＯＮに設定し、仕訳帳等の処理起動が不可となるよう修正しました。

84

商工会業務

ネットde記帳・個別会計コンバート

（データ不整合な状態になっている可能性があり、この状態のまま業務を継続させないため）
・APToolBarのアップロードボタンからの新規事業者コンバートを行おうとした際、該当事業者が「移行中」の場合は、
個別コンバート不可のメッセージに会計コンバートにて移行中状態の解除を促すメッセージを追加しました。
・データ・リストア実行前にデータ管理情報と実際の事業者データの不整合チェックを行う。

85

商工会業務

不整合が発生している場合は、メッセージ表示して処理を中断する。

データ・リストア

①バックアップと同一事業者・年度へのリストアの場合

：

登録済みのデータ管理情報、事業者データが正しく存在すること。

②既存事業者・非存在年度また、新規事業者としてのリストアの場合 ： リストアで利用するデータ管理情報、事業者データが存在しないこ
・同一実行環境内でのデータ・バックアップ、リストアの同時処理数に制限を設けました。
86

商工会業務

データ・リストア

「サーバー管理ツール＞パッケージ情報登録[バックアップ・リストア同時実行数]」の設定数を超えた場合は、
同時実行数を超えた旨メッセージを表示し、処理を中止するようにしました。
個別コンバートより呼び出された場合、「移行中」となっている事業者も選択可能となるよう修正しました。

87

その他

その他

88

マスター関係登録 工事配賦情報

事業者検索エクスプローラー 個別コンバートでの移行中解除処理に伴う修正となります。

配賦基準値を更新した場合と工事配賦情報の配賦パターンを削除した場合、工事配賦自動仕訳の変更フラグを更新するように修正しました。

ver.1.05.0601_修正内容
項番

タブメニュー

修正画面

1

日常業務

仕訳帳（ドリルダウン元帳）

修正機能

修正内容
仕訳帳にて明細行が0件の場合、新規モードからグリッドをクリックし表示モードへ推移した際に修正、削除、付箋ボタンが
一瞬押下可能となる不具合を修正しました。

仕訳帳（ドリルダウン元帳）
2

日常業務

出納帳（現金・預金）

明細行が1行もない状態から、新規モード状態→修正ボタンを押下すると新規入力（表示は修正モード）で入力が可能となってしまう件に対応し、

売掛帳

明細行が1行もない場合、新規モード状態では修正ボタンを押せないよう制御しました。

買掛帳
振替伝票
3

日常業務

入金伝票
出金伝票

存在しない資金繰コードを入力してエラーとなった際、元々表示されていた資金繰名称が非表示となっていた不具合を修正しました。

出力パターン登録の時、「期間形式」の内容を更新しないように修正しました。
4

日常業務

5

マスター関係登録 科目別採用ダイアログ

6

マスター関係登録 科目別補助名称

・諸口を削除するとき、諸口を採用した仕訳が存在している場合は削除できなかったが、仕訳が存在していても削除できるように修正しました。

7

マスター関係登録 科目別補助名称

8

マスター関係登録 科目別補助名称

※削除完了後、マスター再計算フラグが立つように修正し、再計算を促す様にしてあります。
新規登録時は、過年度実績の諸口データを作成するように修正しました。
科目別補助のレコードが2件以上存在している状態で、付箋項目でソートをかけ補助レコードに付箋を貼り付けた後、

9

マスター関係登録 部門配賦情報

10

商工会業務

財務報告書

一括印刷依頼

また、「期間形式」については、出力条件設定にて選択した内容が保存されます。（出力パターンとは無関係になります。）
※「期間形式」は、出力パターン登録の対象外の項目になります。
科目に残高が登録されているときに、科目別採用にて補助を採用した場合に、そのマスター補助の諸口残高が反映されなかったため、
科目別採用で補助を採用したとき、科目の諸口データを補助に反映するよう修正しました。
・諸口を削除するとき、諸口に残高が登録されている場合は削除できなかったが、諸口に残高が登録されていても削除できるよう修正しました。

再度、付箋ボタンを押下すると同一の補助が2つ表示されてしまう不具合を修正しました。
部門配賦基準値を変更しマスター更新を行っても、変更後の配賦基準値で部門配賦自動仕訳が出力されない不具合を修正しました。
また、使用中の部門配賦パターンを削除しマスター更新を行っても、部門配賦自動仕訳が出力されたままになってしまう
不具合もあわせて修正しました。
商工会印刷のPRサーバー定期処理のJava7バージョンアップ対応版のリリースになります。
※修正はなく、動作上何も変更はありません。
商工会一括印刷のPDF作成処理に時間が掛かっている場合、現状ではどういった状況になっているかが画面でわからないため、
"帳票作成中"や"作成に失敗しました"等のメッセージを画面に表示します。
PDF作成に時間が掛かる場合、PRサーバーとの通信が切断されてしまう為、再作成の処理を行っておりますが、
切断と再作成を延々と繰り返さないように、作成回数を設定できるようにします。作成回数を超えて切断されPDF作成ができなかった場合に、

11

商工会業務

一括印刷帳票出力

"作成に失敗しました"というエラーメッセージを表示します。
一括印刷帳票出力に表示されるエラーメッセージは以下となります。(作成3回の場合)
PDF作成1回目(通常)："帳票作成中"
PDF作成2回目の場合："帳票作成中 (再作成 2回目)"
PDF作成失敗した場合："※帳票の作成を3回試みましたが、全て失敗し作成されませんでした。"

12

決算業務

固定資産台帳

13

基本情報登録

勘定科目

14

基本情報登録

科目残高

強制入力中の資産が存在せず、償却区分が任意償却の資産のみが存在する場合、
画面ヘッダー部の右上に「【強制入力中の資産あり（*）】」と表示されていた文字を｢【任意償却の資産あり（*）】｣と表示する様に修正しまし
各科目の共通補助採用区分を変更した際、各共通補助残高登録画面を起動しないと各共通補助期首残高諸口の実績が作成されませんでした。
そこで、共通補助採用時に科目の期首残高を参照し、採用した共通補助の期首残高諸口実績を作成するよう修正しました。
各科目の共通補助採用区分を変更した際、各共通補助残高登録画面を起動しないと各共通補助期首残高諸口の実績が作成されませんでした。
そこで、各科目に期首残高を登録した際、科目の共通補助採用区分を参照し、採用している共通補助の期首残高諸口実績を作成するよう
修正しました。
印刷フレームワークで取得したエラーメッセージの文言を修正しました。

15

印刷フレームワー
ク

その他

「重大なエラーが発生しました。」→「システム内でエラーが発生しました。システム管理者にお問い合わせください。」
「集計処理に失敗しました。」→「システム内でエラーが発生しました。システム管理者にお問い合わせください。集計処理に失敗しました。」
「帳票出力処理に失敗しました。」→「システム内でエラーが発生しました。システム管理者にお問い合わせください。帳票出力処理に失敗しま
定型仕訳登録がある状態で各科目の共通補助採用区分を変更した場合、マスター再計算を促すメッセージを表示するよう修正しました。

16

基本情報登録

勘定科目

17

基本情報登録

科目別消費税

定型仕訳登録がある状態で各科目別消費税の科目区分を変更した場合、マスター再計算を促すメッセージを表示するよう修正しました。
連合会一括印刷の印刷処理に時間が掛かる場合、印刷小画面に何もエラーが表示されず、処理が進まない場合がごくまれに発生するため、その対

18

連合会業務

一括印刷依頼一覧

応として、タイムアウトが発生した場合、印刷小画面に状況がわかるようエラーメッセージを表示するように対応しました。
タイムアウト発生時にエラー詳細ボタンが活性化されます。

連合会一括印刷の印刷処理に時間が掛かり、タイムアウトしてしまう場合の調査用として、ログファイルに詳細の情報を記載するように、
19

20

連合会業務

日常業務

財務報告書の修正を行いました。

一括印刷依頼一覧

一括印刷の財務報告書系帳票が印刷された場合に、詳細情報が取得されるようになります。
※操作上、何も変わりありません。
売上以外取引にも関わらず、業種コードに値が更新されている事業者の仕訳データを正常な値（「0」）へ強制アップデートする

仕訳帳（ドリルダウン元帳）

スクリプトが流れるように変更しました。（事業者選択時のＤＢバージョンアップで行う）
●仕訳データが1件もなく、定型仕訳のみ存在している事業者にて以下のような修正
①以下項目を変更した際にマスター再計算を促すメッセージを表示する。
・会計処理区分
・消費税区分

21

・仕入税額控除方式

マスター関係登録 事業者基本情報

・仮受消費税端数処理
・仮払消費税端数処理
・輸入取引区分
②定型仕訳にて使用済の会計単位に対し、その他事業のB/S管理区分をあり→なしに変更した際、変更不可のメッセージを表示する。
●仕訳データが1件もなく、定型仕訳のみ存在している事業者にて以下のような修正をしました。

22

マスター関係登録 各種マスター採用情報

23

マスター関係登録 科目別採用ダイアログ

24

マスター関係登録 科目別補助名称

25

マスター関係登録 科目別補助名称

26

マスター関係登録 部門名称

27

マスター関係登録 振替伝票

定型仕訳にて使用済の部門に対し、B/S管理区分をあり→なしに変更した際、変更不可のメッセージを表示します。
マスター再計算未実行時は定型仕訳登録画面も起動できないよう制御をかける様に変更しました。

28

マスター関係登録 入金伝票

マスター再計算未実行時は定型仕訳登録画面も起動できないよう制御をかける様に変更しました。

29

マスター関係登録 出金伝票

マスター再計算未実行時は定型仕訳登録画面も起動できないよう制御をかける様に変更しました。

30

マスター関係登録 工事名称

グリッドの「付箋」でソートを行いAPツールバーの付箋ボタンを複数回押下しても正常に画面表示をするように修正しました。

31

マスター関係登録 工事名称

グリッドの行を未選択時にAPツールバーの付箋ボタンの処理を行わないよう修正しました。

32

決算業務

固定資産台帳

33

決算業務

固定資産台帳

一覧画面で任意の項目のソートがかかっている状態で付箋を選択すると、その後付箋の選択が行えなくなる不具合を修正しました。
一括償却資産合計の 「必要経費算入額の編集」を行った後、普通償却費の金額を修正すると強制入力解除のダイアログが

34

決算業務

消費税申告書

採用→非採用変更時にマスター再計算を促すメッセージを表示します。
●仕訳データが1件もなく、定型仕訳のみ存在している事業者にて以下のような修正をしました。
定型仕訳にて使用済の科目に対し、補助の採用⇔非採用変更時にマスター再計算を促すメッセージを表示します。
●仕訳データが1件もなく、定型仕訳のみ存在している事業者にて以下のような修正をしました。
定型仕訳にて使用済の科目に対し、新たに科目別補助を採用した場合マスター再計算を促すメッセージを表示します。
経過月残高を持つ科目に科目別補助を新規登録した時、「諸口」経過月残高を自動作成、
および、科目別補助全削除時に「諸口」経過月残高の自動消去を行うよう修正しました。
●仕訳データが1件もなく、定型仕訳のみ存在している事業者にて以下のような修正をしました。

二重に出力される不具合を修正しました。
入力完了時に「今期」の 課税売上高の上期を集計する際の端数処理でマイナス金額は円未満切り上げされていました。
マイナス金額でも円未満切捨てされるように修正しました。

ver.1.05.0602_修正内容
項番

タブメニュー

修正画面

1

データ関係

決算更新

2

データ関係

決算更新

修正機能

修正内容
決算更新後の会計期間を翌期データの決算報告書に反映させるよう修正しました。
法人において決算更新で会計期間の変更を行った際、5/6で決算更新が止まってしまったり、
エラーが発生していた点を修正しました。

