
ver.1.05.0903_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 総勘定元帳・補助元帳

出力条件で「相手補助を出力」をチェックした場合、摘要欄（OCR手書き摘要）の文字が小さく読めないため、

以下の仕様に変更しました。

・ＯＣＲ手書き摘要がある仕訳の場合、摘要欄左下段に配置していたＯＣＲ手書き摘要を摘要欄の右側に配置

※摘要欄左側は上段左に相手補助、上段右側に消費税情報、下段に仕訳入力の摘要となります。

ver.1.05.1000_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） 仕訳修正時に日付の月を変更すると、更新前のレコードが残る不具合を修正しました。

2 日常業務 出納帳（現金・預金） 仕訳修正時に日付の月を変更すると、更新前のレコードが残る不具合を修正しました。

3 日常業務 売掛帳 仕訳修正時に日付の月を変更すると、更新前のレコードが残る不具合を修正しました。

4 日常業務 買掛帳 仕訳修正時に日付の月を変更すると、更新前のレコードが残る不具合を修正しました。

5 日常業務 振替伝票
①伝票修正時に日付の月を変更し、なおかつ明細を削除すると、削除明細のレコードが残る不具合を修正しました。

②伝票修正時に日付の月を変更すると、更新前のレコードが残る不具合を修正しました。

6 日常業務 入金伝票
①伝票修正時に日付の月を変更し、なおかつ明細を削除すると、削除明細のレコードが残る不具合を修正しました。

②伝票修正時に日付の月を変更すると、更新前のレコードが残る不具合を修正しました。

7 日常業務 出金伝票
①伝票修正時に日付の月を変更し、なおかつ明細を削除すると、削除明細のレコードが残る不具合を修正しました。

②伝票修正時に日付の月を変更すると、更新前のレコードが残る不具合を修正しました。

8 日常業務 工事元帳
月度を変更した際に、工事があるにも関わらず画面表示されていなかったため、

月度選択時に、該当月の最小コードの工事を正しく表示することで、月度を変更しても正しく工事が表示される様に修正しました。

9 日常業務 振替伝票
伝票修正時に日付の月を変更し、なおかつ明細を削除すると、

バランスチェックや月次確定で入力件数と実際の仕訳の数が合わなくなる不具合を修正しました。

10 日常業務 入金伝票
伝票修正時に日付の月を変更し、なおかつ明細を削除すると、

バランスチェックや月次確定で入力件数と実際の仕訳の数が合わなくなる不具合を修正しました。

11 日常業務 出金伝票
伝票修正時に日付の月を変更し、なおかつ明細を削除すると、

バランスチェックや月次確定で入力件数と実際の仕訳の数が合わなくなる不具合を修正しました。

12 マスター関係登録 銀行残高

期首残高登録リストの印刷で明細の最終行が表示最終行となり、合計行が改ページ後に表示されるパターンの場合、

現状では、上側罫線が無い状態で、合計行のみが表示されていたため、改ページ後、科目名及び見出し行を表示した上で、

合計行が表示されるように修正いたしました。

13 マスター関係登録 取引先残高

期首残高登録リストの印刷で明細の最終行が表示最終行となり、合計行が改ページ後に表示されるパターンの場合、

上側罫線が無い状態で、合計行のみが表示されていたため、改ページ後、科目名及び見出し行を表示した上で、

合計行が表示されるように修正いたしました。

14 マスター関係登録 社員残高

期首残高登録リストの印刷で明細の最終行が表示最終行となり、合計行が改ページ後に表示されるパターンの場合、

上側罫線が無い状態で、合計行のみが表示されていたため、改ページ後、科目名及び見出し行を表示した上で、

合計行が表示されるように修正いたしました。

15 マスター関係登録 汎用補助残高

期首残高登録リストの印刷で明細の最終行が表示最終行となり、合計行が改ページ後に表示されるパターンの場合、

上側罫線が無い状態で、合計行のみが表示されていたため、改ページ後、科目名及び見出し行を表示した上で、

合計行が表示されるように修正いたしました。

16 マスター関係登録 分析グラフ
損益分岐点比率が膨大な場合、損益分岐点図表の横軸に表示する目盛の数を少なくすることで、

目盛同士が被らないよう修正しました。



17 マスター関係登録 科目出力順序
帳票種別：決算書の株主資本計算書タブ内にあるタイトル項目ダイアログ内にて、削除ボタンを連続して押下した場合、

正しく削除されない場合があったため、修正しました。

18 マスター関係登録 科目出力順序
帳票種別：決算書の株主資本計算書タブ内にあるタイトル項目ダイアログ内にて、合計項目ボタンを押した際、

合計項目行を追加するよう修正しました。

19 決算業務 固定資産台帳

固定資産台帳1度も起動せずに決算更新すると次年度の期首簿価が空欄となってしまうため、

固定資産台帳が1回も起動されていない場合は、決算更新の実行時に警告メッセージを表示し、

そのままの状態で決算更新が実行できないように対応しました。

20 決算業務 消費税申告書

・任意の中間申告書の電子申告手続きIDが追加されましたので、通常の年１回の中間申告書と任意の中間申告書は

　区別して作成するように対応しました。

・入力完了時に任意の中間申告書として電子申告データ作成可能か判定し、

　作成できない場合は通常の年１回の中間申告書として作成するように対応しました。

・入力完了時に通常の年１回の中間申告書として電子申告データ作成可能か判定し、

　作成できない場合は任意の中間申告書として作成するように対応しました。

21 決算業務 決算報告書
科目出力順序登録にて株主資本等変動計算書の合計項目の設定方法が変更になったため、

変更後の設定内容に応じて株主資本等変動計算書を印刷するように対応しました。

22 連合会業務 リカバリー印刷可能一覧
初回依頼が重複して行われた場合、現状では両依頼とも依頼種別が"月次"と表示されますが、

2回目の依頼については、"月次(再)"と表示されるように修正しました。

23 連合会業務 処理状況照会
初回依頼が重複して行われた場合、現状では両依頼とも依頼種別が"月次"と表示されますが、

2回目の依頼については、"月次(再)"と表示されるように修正しました。

24 連合会業務 処理状況照会

印刷予定表及び実績一覧表の印刷時、

明細の最終行が表示最終行となり、商工会合計行が改ページ後に表示されるパターンの場合、

現状では、上側罫線が無い状態で、商工会合計行のみが表示されるため、改ページ後、商工会コード及び見出し行を表示した上で、

商工会合計行が表示されるように修正いたしました。

また、現状商工会合計行と総合計行の高さが明細行と違うために、

フッダの頁番号(-1-)が総合計行と重なって表示される事象が発生しており、商工会合計行と総合計行の高さを1mm程低くすることで

対応しました。

25 連合会業務 一括印刷依頼一覧

①印刷時に実行PCに作成されるActiveXログファイル(AtvXTest.Log)の不要文字の削減を行いました。

②印刷時に表示されることのある「ファイル作成がタイムアウトにより失敗しました。

一括印刷状況確認より再度印刷してください。」のメッセージについて、一括印刷状況確認からの印刷に限らず、

再印刷の場合は一括印刷依頼一覧から再度印刷を行う必要があるため、

「もし該当の依頼が表示されない場合は、一括印刷依頼一覧の出力済より印刷を行ってください。」という文言を後ろに追加いたしました。

※一括印刷依頼一覧起動時にActiveXのインストール有無のメッセージが表示されるので

 「はい (もしくはインストール)」を選択しインストールを行ってください。(ActiveX ver1.0.0.75)

26 商工会業務 一括印刷依頼 表示ボタン押下時の速度改善を行いました。

27 商工会業務 一括印刷依頼

初回依頼を行う際、既に初回依頼済の年月を含めた複数年月(複数チェック)での依頼を行った場合に、

現状ではエラーとし、処理を終了していましたが、ワーニング(はい・いいえ)に変更し、「はい」を選択した場合は、

初回依頼済の年月は再依頼済という扱いとして、依頼を行えるように修正いたしました。

上記対応に伴い、リカバリ印刷可能一覧の詳細画面、処理状況照会の実績一覧表にて正しく表示されるように修正も行っております。

28 商工会業務 一括印刷依頼
再依頼を行う際、未依頼の年月を含めた複数年月(複数チェック)での依頼を行った場合に、現状では初回依頼済とならず、

再依頼扱いとなってしまうため、該当月のみ初回依頼済となるように修正しました。

29 その他 その他 会社データバージョンアップ 試算表(フォーム)の出力パターンNO.1以外のパターンが登録されている場合、削除します。

30 その他 コードマスター

<法人コードマスター>

株主資本等変動計算書の合計項目情報の内容を変更しました。

既存データは事業者データ選択時に更新します。

※決算書の出力順序は法人のみ



ver.1.05.1001_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 財務報告書

出力条件設定ダイアログで「キャンセル」ボタンを押下して再度ダイアログを表示した場合に、

キャンセル時に入力した内容を画面表示しない様に修正しました。

印刷ダイアログの「財務報告書印刷設定」について、印刷ダイアログを閉じて再度ダイアログを表示した場合に、

前回入力した内容を画面表示しない様に修正しました。

2 日常業務 推移財務報告書

出力条件設定ダイアログで「キャンセル」ボタンを押下して再度ダイアログを表示した場合に、

キャンセル時に入力した内容を画面表示しない様に修正しました。

印刷ダイアログの「推移財務報告書印刷設定」について、印刷ダイアログを閉じて再度ダイアログを表示した場合に、

前回入力した内容を画面表示しない様に修正しました。

3 日常業務 残高一覧表

出力条件設定ダイアログで「キャンセル」ボタンを押下して再度ダイアログを表示した場合に、

キャンセル時に入力した内容を画面表示しない様に修正しました。

印刷ダイアログの「印刷条件設定」について、印刷ダイアログを閉じて再度ダイアログを表示した場合に、

前回入力した内容を画面表示しない様に修正しました。

4 日常業務 資金繰実績表
科目別補助にて銀行設定を行っていないにもかかわらず、「銀行の諸口」の金額として表示されてしまっていたため、

科目別補助の銀行設定が無い場合は　「その他項目」として表示するように修正しました。

5 日常業務 資金繰実績表

資金繰予算登録にて「預金預入れ」と「預金引出し」に予算を登録しても、

資金繰実績表で科目順序に「標準」を選択した場合に予算の金額が反映されなかったため、

「預金預入れ」と「預金引出し」の予算が正しく反映されるように修正しました。

6 日常業務 資金繰推移表
科目別補助に銀行の諸口が設定されている場合、設定された筈の諸口が帳票に表示されていなかったため、

銀行の諸口を表示させるように修正しました。

7 日常業務 資金繰推移表
印刷ダイアログの「その他の条件」について、印刷ダイアログを閉じて再度ダイアログを表示した場合に、

前回入力した内容を画面表示しない様に修正しました。

8 日常業務 資金日計表
科目別補助に銀行の諸口が設定されている場合、設定された筈の諸口が帳票に表示されていなかったため、

銀行の諸口を表示させるように修正しました。

9 日常業務 資金日計表
印刷ダイアログの「その他の条件」について、印刷ダイアログを閉じて再度ダイアログを表示した場合に、

前回入力した内容を画面表示しない様に修正しました。

10 日常業務 資金集計表
科目別補助に銀行の諸口が設定されている場合、設定された筈の諸口が帳票に表示されていなかったため、

銀行の諸口を表示させるように修正しました。

11 日常業務 資金集計表
印刷ダイアログの「その他の条件」について、印刷ダイアログを閉じて再度ダイアログを表示した場合に、

前回入力した内容を画面表示しない様に修正しました。

12 マスター関係登録 勘定科目
印刷ダイアログの科目範囲を入力する際、開始と終了に存在しない科目コードを素早く入力した場合、

画面が固まってしまう不具合を修正しました。

13 マスター関係登録 科目出力順序

帳票種別：決算書の株主資本等変動計算書タブにある項目設定ボタンを押下したときに表示されるダイアログ内のタイトル項目を

編集するグリッドに表示される科目名称の上限が、全角半角関係なく７文字となっていたため、

全角７文字半角１４文字に修正しました。

14 マスター関係登録 科目出力順序
帳票種別：決算書の株主資本等変動計算書タブにて、科目出力順序登録エリアを編集した場合、

必要な値がDBに登録されない場合があったため、正しく登録されるよう修正しました。

15 マスター関係登録 予算－勘定科目
印刷ダイアログの科目範囲を入力する際、開始と終了に存在しない科目コードを素早く入力した場合、

画面が固まってしまう不具合を修正しました。

16 マスター関係登録 科目別補助名称

詳細タブの「銀行コード」に「諸口」を設定できない仕様となってしまっていたため、

資金繰関連の帳票にて、諸口の分、金額が合わない状態となってしまっていました。

よって、詳細タブの「銀行コード」に「諸口」を設定出来る様に修正しました。

17 決算業務 消費税申告書

入力完了時の中間申告（任意）の判定を修正しました。

中間申告書の「納付すべき消費税額」ではなく、

「前課税期間の消費税額」÷「月数換算-分母」×「月数換算-分子」の結果の金額で判定します。



18 決算業務 個人決算書

不動産収入内訳画面の不動産入力設定ダイアログで発生する以下の不具合を修正しました。

1）契約期間本年月数の計算方法を変更した場合、ランタイムエラーが発生する。

2）「年額欄の扱い」を変更した場合、更新ボタンが効かない。

19 商工会業務 事業者情報CSV出力 Web年調の事業者情報を出力するため、商工会業務に事業者情報CSV出力を追加しました。

20 決算業務 分析グラフ

損益分岐点図表を表示した際、X軸の目盛同士が重なって表示されてしまう場合があったため、

１目盛の最小単位を5％から10％に変更しました。

損益分岐点比率が極端に小さい場合（0.1％未満）X軸の目盛が正しく表示されていなかったため修正しました。

21 決算業務（電子申告）

日本税理士会連合会（日税連）より発行される税理士用電子証明書（ICカード）の暗号方式が

2014 年10 月10 日以降、より強固な新暗号方式へと変更になります。

これに伴い電子申告システムで、新しい暗号方式の税理士用電子証明書（ICカード）に対応しました。

（なお、旧暗号方式のカードも署名可能です。）

ActiveX バージョン：1.6.0.0

22 決算業務（電子申告） 申告書データ選択 申告書更新チェック
電子申告データ作成・送信の申告書データ選択にて更新後に申告書更新チェックが誤検知してしまう不具合を修正しました。

誤検知の条件：法人消費税申告書の課税期間において開始日が月初（1日）でない場合

23 データ関係 マスター再計算 個別コンバートにてクライアントとAPサーバー間のレスポンスログを出力するよう修正しました。

24 連合会業務 処理状況照会

実績一覧表の印刷にて以下の対応を行いました。

・総合計行が次ページに改ページされた場合、タイトルと重複して表示される事象を修正いたしました。

・商工会合計行が次ページに改ページされた場合、上罫線の無い商工会合計行が先頭で表示される事象が発生するため、

商工会コード/商工会名称・見出し行を先頭行に表示した状態で商工会合計を表示するように対応いたしました。

25 商工会業務 データ・バックアップ
事業者名称（全角30文字・半角60文字）が31文字以上でバックアップを実行したとき、

エラーが発生していた点を修正しました。

26 その他 印刷ダイアログ

・「印刷設定」と「出力項目設定」のエリアの項目をキャンセルボタン押下後、再表示した時、初回表示の内容に戻るように修正しました。

・「出力項目設定」のエリアの内容について、以下の処理で前回印刷時の内容を処理終了後も保存するように修正しました。

　出納帳、売掛帳、買掛帳、振替伝票、入金伝票、出金伝票、日別残、科目別集計表、残高一覧表

　工事管理表、資金繰実績表、資金繰実績・予定表、資金繰推移表、資金日計表、資金集計表、キャッシュ・フロー計算書、分析グラフ

27 その他 その他

共通コンポーネント

会社選択時バージョン

アップ

帳票種別：決算書の株主資本等変動計算書タブにて、科目出力順序登録エリアを編集した場合、

必要な値がDBに登録されない場合があったため、事業者選択時に復旧を行います。

請求機能

項番 タブメニュー 修正画面 修正機能 修正内容

1 請求業務 利用実績確認 新規追加
請求業務に利用実績確認画面を追加したことにより会計期間内での各事業所の利用開始日が商工会毎に参照できるようになりました。

また、利用実績一覧のPDF出力、CSV出力も可能です。


