
ver.1.05.1200_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）
コンバートにより登録された仕訳の明細を修正しようとした時、修正不可と判定されるケースがあった不具合を修正しました。

又、振替伝票明細の一括置換（科目）条件にも同様の修正を行いました。

2 日常業務

振替伝票

入金伝票

出金伝票

伝票Noの採番ルール変更を変更しました。

伝票系（振替、入出金）の伝票No自動採番は伝票No管理テーブルにて最終伝票Noが保持され、

その値を元に自動付番が行われているが、最終伝票Noが更新される条件が新規入力、月度変更更新時のみとなっていました。

通常の修正時にも以下条件を満たす場合に最終伝票Noを更新するよう修正。

・修正時、管理テーブル上最終伝票Noよりも画面上の伝票Noが大きい時

3 日常業務 振替伝票

コンバートにより登録された複合仕訳が振替伝票で正しく表示されないケースがあった不具合を修正し、

正常に表示されるようにしました。

又、伝言付箋を貼り付けた際にも同様に伝言メモ画面での表示が正しく行われていないため修正しました。

4 日常業務 振替伝票
コンバートにより登録された伝票を印刷した際、正しく印刷が行われないケースがあった不具合を修正し、

正常に印刷されるようにしました。

5 日常業務 科目別集計表

摘要残高の集計にて、下記の不具合を修正しました。

・外税分の金額が表示されない点を修正しました。

・消費税対象科目において、税抜事業者の場合でも、内税分の金額が表示されてしまう点を修正しました。

・損益科目において、固定摘要の期首残高を設定した場合、画面と印刷で表示が異なってしまう点を修正しました。

6 日常業務 総勘定元帳・補助元帳 固定摘要元帳の「前月より繰越」で、外税の分の金額が表示されない不具合を修正しました。

7 日常業務 総勘定元帳・補助元帳 摘要残高を登録しないと固定摘要元帳の「前月より繰越」の金額が表示されない不具合を修正しました。

8 日常業務 財務報告書
財務報告書において、初期表示時に期首残高の複合レコードを作成していますが、

複数の端末で同じ処理を伴う機能を同時に起動すると重複エラーとなってしまうため、作成しないように修正しました。

9 日常業務 推移財務報告書
推移財務報告書において、初期表示時に期首残高の複合レコードを作成していますが、

複数の端末で同じ処理を伴う機能を同時に起動をすると重複エラーとなってしまっていたため、処理が重複して行われないよう改善しました。

10 日常業務 残高一覧表
残高一覧表において、初期表示時に期首残高の複合レコードを作成していますが、

複数の端末で同じ処理を伴う機能を同時に起動を行うと重複エラーとなってしまっていたため、処理が重複して行われないよう改善しました。

11 日常業務 伝言メモ
伝言メモ画面にて、振替伝票データの複合・資金複合側が表示されてしまっていたため、

非表示となるよう修正しました。

12 日常業務 工事別集計表
科目順序が「科目指定」の場合、科目「6213:[未]材料値引」の月次実績、累計実績の金額が

マイナス出力とならない不具合を修正しました。

13 日常業務 財務報告書
処理の起動時に、実績の集計が正常に行われているかのチェックを導入しました。

正常に行われていない場合はマスター再計算を行う必要がある旨のメッセージが表示されます。

14 マスター関係登録
事業者基本情報

科目名称
科目別消費税

科目の設定についての修正

・科目別補助を開閉することで、消費税関係で使用する特殊な科目の科目区分が変更できてしまう不具合を修正しました。

科目別補助の設定についての修正

・消費税関係で使用する特殊な科目に設定している科目別補助の科目区分が変更できてしまう不具合を修正しました。

15 マスター関係登録
事業者基本情報

科目名称
科目別消費税

本来「177：仮払消費税」科目のみ使用可能な仕入消費税コード（50：棚卸調整消費税（課税））をどの科目にも設定できてしまう

不具合を修正しました。

16 マスター関係登録 工事登録 簡略名称の「正式名称からコピー」を行う際、正式名称から14バイトまでを簡略名称に設定するように修正しました。

17 マスター関係登録 科目残高 同一事業者で科目残高を同時起動したとき、ステータス500のエラーが出力される場合がある点を修正しました。

18 決算業務 決算報告書
処理の起動時に、実績の集計が正常に行われているかのチェックを導入しました。

正常に行われていない場合はマスター再計算を行う必要がある旨のメッセージが表示されます。



項番 タブメニュー 修正画面 修正機能 修正内容

19 決算業務 決算報告書

決算書（株主資本等変動計算書）を出力する際、下記の内容を修正しました。

①発生した金額が相殺した場合に該当の列が表示されていませんでしたが、金額が発生していれば相殺されたとしても

　列は表示する様に修正しました。

②科目出力順序の変動事由が未登録の場合、「その他変動事由」に金額が出力されていなかったため、「その他変動事由」に

　金額が出力される様に修正しました。

20 データ関係 月次確定
処理の起動時に、実績の集計が正常に行われているかのチェックを導入しました。

正常に行われていない場合はマスター再計算を行う必要がある旨のメッセージが表示されます。

21 データ関係 マスター更新 部門配賦により作成される複合科目に部門コードが設定されてしまう不具合を修正しました。

22 連合会業務 一括印刷依頼一覧

※ActiveXバージョンアップの為、起動時にインストールを促すメッセージが表示されます。

「はい」を選択し、インストールを行ってください。

(ver1.0.0.76)

ActiveXログ転送対応

連合会一括印刷にて作成しているログファイルを実行端末のフォルダではなく、PRサーバー上に保持するように対応いたしました。

ログ格納場所：PRサーバー

/home/prnuser/saccount/batchoutput/log

23 連合会業務 一括印刷依頼一覧

PRサーバーに保持しているActiveXログを、設定ファイルの保持期間に基づいて、削除する処理を追加いたしました。

設定ファイル：PRサーバー

/home/prnuser/saccount/batchprint/batchprint.conf

保持期間の初期値は30日となっています。

24 商工会業務 事業者情報登録
決算専用の場合、事業者の消費税情報項目が正しく印刷されるように修正しました。

決算専用の場合、端数処理（売上、仕入）欄が印刷されないように修正しました。

25 商工会業務 データ・リストア リストア実行時のエラーの取得とログ出力を強化しました。

26 商工会業務 データ・リストア 事業者コード内に特定の数字が入っていた場合でも正常に「期間」が表示されるよう対応しました。

27 その他 印刷フレームワーク 例外処理の強化を行いました。

28 その他 事業者データバージョンアップ

Ver.1.05.1100にて「特定の分析コード（1,2,3,4,5,6,7,8,9,38,40,46,135,138）を持つ科目」以外の科目でも

銀行コードの設定が可能となっていた不具合を修正したのに関連し、事業者データ選択時に、同条件の科目の科目別補助に設定されている

銀行コードをクリアします。

29 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以下の科目の設定を修正します。

・法人事業者の「9577：新株予約権」科目、個人事業者の「9617：期末棚卸高」科目を表示した際の符号を修正。

・法人事業者の「9617：売上総利益」に集計される「9615：売上原価」・個人事業者の「9619：差引金額(一般)」に集計される

「9618：売上原価」の科目名称上に表示されるアイコンの色を、減算を示す赤アイコンに修正。

・法人事業者の「9642：売上原価」に集計される「9628：完成工事原価」の科目名称上に表示されるアイコンの色を、

加算を示す白アイコンに修正。

30 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、科目別消費税処理上で、本来設定できない科目区分・仕入消費税コードが登録されていた場合、

それをクリアします。

31 その他 事業者データバージョンアップ 決算報告書処理の期間に入力されている終了年月日が、選択した年度の開始年月日より古い場合、クリアします。

32 その他 コードマスター

・法人事業者の「9577：新株予約権」科目、個人事業者の「9617：期末棚卸高」科目を表示した際の符号が正しくなかったため、

 　修正しました。

・法人事業者の「9617：売上総利益」に集計される「9615：売上原価」・個人事業者の「9619：差引金額(一般)」に

　集計される「9618：売上原価」の科目名称上に表示されるアイコンの色を、減算を示す赤アイコンに修正しました。

・法人事業者の「9642：売上原価」に集計される「9628：完成工事原価」の科目名称上に表示されるアイコンの色を、

　加算を示す白アイコンに修正しました。



項番 タブメニュー 修正画面 修正機能 修正内容

33 その他 コードマスター 個人事業者の「8579：[不]貸倒金」科目の売上・仕入区分に誤りがあったため修正しました。

34 その他 コードマスター
仕訳入力情報処理＞定型仕訳情報＞定型仕訳採用の初期値を、「伝票型入力で採用する」にチェックが入っている状態に

変更しました。

35 ログイン・メニュー ログイン 基幹認証 基幹システムが停止している状態で、職員認証画面からログインを行った場合のエラーメッセージを変更しました。

36 連合会業務 ユーザー情報登録 基幹認証 基幹システムが停止している状態で、画面を表示した場合または基幹呼出ボタンを押下した場合のエラーメッセージを変更しました。

37 連合会業務 商工会情報登録 基幹認証 基幹システムが停止している状態で、画面を表示した場合または基幹呼出ボタンを押下した場合のエラーメッセージを変更しました。

38 商工会業務 ユーザー情報登録 基幹認証 基幹システムが停止している状態で、画面を表示した場合または基幹呼出ボタンを押下した場合のエラーメッセージを変更しました。

39 商工会業務 商工会情報登録 基幹認証 基幹システムが停止している状態で、画面を表示した場合または基幹呼出ボタンを押下した場合のエラーメッセージを変更しました。

40 商工会業務 事業者情報登録 基幹認証 基幹システムが停止している状態で、画面を表示した場合または基幹呼出ボタンを押下した場合のエラーメッセージを変更しました。

41 連合会業務 ユーザー情報登録
ユーザー情報一覧の右上に表示されるメッセージに関して、画面初期表示時（一覧データが表示されるまで）に

重なって表示されてしまう不具合を修正しました。

42 商工会業務 ユーザー情報登録
ユーザー情報一覧の右上に表示されるメッセージに関して、画面初期表示時（一覧データが表示されるまで）に

重なって表示されてしまう不具合を修正しました。

43 日常業務 仕訳帳 仕訳入力開始月以前の月に対して 仕訳インポートが出来てしまう点を修正しました。

ver.1.05.1201_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 総勘定元帳・補助元帳にて、印刷を行った場合、タイトルのレイアウトが右にずれてしまう不具合を修正しました。

2 日常業務 残高一覧表
条件ダイアログにおいて、摘要残高が存在しない科目を指定し、「科目計を出力する」項目をチェックした場合、

構文エラーが発生してしまう不具合を修正しました。

3 マスター関係登録 事業者基本情報 中間決算を採用すると月度管理テーブルの情報が正しく更新されない不具合を修正しました。

4 マスター関係登録 科目別消費税 輸入取引区分が「なし」の際、メッセージが不適切であったため、メッセージの文言を変更しました。

5 マスター関係登録 科目出力順序
株主資本等変動計算書タブ内の下部にある、「借方」や「貸方」などを変更するためのリストを開いたまま別タブを選択すると、

リストが画面に残ってしまう不具合を修正しました。

6 マスター関係登録 経過月発生高 同一事業者、別ユーザーで同時起動すると、エラーが出る可能性がある不具合を修正しました。

7 データ関係 決算更新 決算更新後のデータにおいて、仕訳等で「6312：兼業売上高」科目を使用する際、工事コードの入力を不要とする対応を行いました。

8 データ関係 マスター更新 工事の自動仕訳作成時、伝票日付にそぐわない消費税率の場合は、消費税コードに「*」を付加するよう修正しました。

9 その他 OCRデータ抽出 OCRデータ抽出後、会社データ作成を行った際、会社名称が空白となる場合がある不具合を修正しました。

10 その他 コードマスター 新規作成データにおいて、仕訳等で「6312：兼業売上高」科目を使用する際、工事コードの入力対象から外す対応を行いました。

11 日常業務 財務報告書
処理の起動時に、実績の集計が正常に行われているかのチェック時のメッセージを変更しました。

また、上記チェックを2014年度以降のデータでのみ行うように修正しました。

12 データ関係 月次確定
処理の起動時に、実績の集計が正常に行われているかのチェック時のメッセージを変更しました。

また、上記チェックを2014年度以降のデータでのみ行うように修正しました。

13 決算業務 決算報告書
処理の起動時に、実績の集計が正常に行われているかのチェック時のメッセージを変更しました。

また、上記チェックを2014年度以降のデータでのみ行うように修正しました。

14 日常業務 工事台帳
工事台帳にて、工事予算を登録していない場合、常に予算残がマイナスで表示されてしまうため、予算額の合計が0円の工事

（いずれの科目にも予算を登録していない工事）には、予算残を表示しないように修正しました。

15 日常業務 工事管理表

予算一覧表で予算金額が未設定のレコードは予算残、消化率を出力しないように修正しました。

また、予算金額が未設定のレコードが存在した場合、合計及び、工事出力順序によって付与される集計結果は

予算残、消化率を出力しないように修正しました。



項番 タブメニュー 修正画面 修正機能 修正内容

16 日常業務 工事別集計表

・売上・入金勘定の科目は予算が設定できないため予算残、消化率を出力しないように修正しました。

・出力対象の工事に含まれる工事原価科目の予算金額が全て未設定のレコードは、予算残、消化率を出力しないように

　修正しました。

　また、その場合は合計及び、工事出力順序によって付与される集計結果（部門計、取引先計など）の予算残、消化率を

　出力しないように修正しました。

ver.1.05.1202_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 ― ― ― 内部の設定情報を変更しました。機能・操作に影響はありません。


