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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）

一括置換ダイアログにて、年月入力モードで日付入力エラーが表示されている状態から画面を閉じると、

次回の起動時に日付が入力できなくなる不具合を修正しました。

2 日常業務 仕訳帳（ドリルダウン元帳）
仕様上、本来借方のみ入力可の科目である「5292：期首仕掛品棚卸高」が貸方に入力、および一括置換ができてしまう不具合を修正しまし

た。

3 日常業務 仕訳帳（ドリルダウン元帳）

銀行コードが設定されている科目、または科目別補助（銀行補助は非採用）を使用し仕訳を登録した場合、

仕訳明細の銀行コードに科目、または科目別補助に設定されている銀行コードを登録するよう修正しました。

4 日常業務 仕訳帳（ドリルダウン元帳）

工事登録ダイアログにて、登録済みの工事マスターを修正しても修正が反映されない不具合を修正しました。

※コード属性がフリーの場合、他の共通補助系ダイアログでも発生していましたが、同様に修正しました。

5 日常業務 出納帳（現金・預金）

仕様上、本来借方のみ入力可の科目である「5292：期首仕掛品棚卸高」が貸方に入力ができてしまう不具合を修正しました。

※出納帳・売掛帳・買掛帳に関しては貸借入力可以外の科目は入力できないよう制御がかかります。

6 日常業務 出納帳（現金・預金）

銀行コードが設定されている科目、または科目別補助（銀行補助は非採用）を使用し仕訳を登録した場合、

仕訳明細の銀行コードに科目、または科目別補助に設定されている銀行コードを登録するよう修正しました。

7 日常業務 出納帳（現金・預金）

工事登録ダイアログにて、登録済みの工事マスターを修正しても修正が反映されない不具合を修正しました。

※コード属性がフリーの場合、他の共通補助系ダイアログでも発生していましたが、同様に修正しました。

8 日常業務 売掛帳

仕様上、本来借方のみ入力可の科目である「5292：期首仕掛品棚卸高」が貸方に入力ができてしまう不具合を修正しました。

※出納帳・売掛帳・買掛帳に関しては貸借入力可以外の科目は入力できないよう制御がかかります。

9 日常業務 売掛帳

銀行コードが設定されている科目、または科目別補助（銀行補助は非採用）を使用し仕訳を登録した場合、

仕訳明細の銀行コードに科目、または科目別補助に設定されている銀行コードを登録するよう修正しました。

10 日常業務 売掛帳

工事登録ダイアログにて、登録済みの工事マスターを修正しても修正が反映されない不具合を修正しました。

※コード属性がフリーの場合、他の共通補助系ダイアログでも発生していましたが、同様に修正しました。

11 日常業務 買掛帳

仕様上、本来借方のみ入力可の科目である「5292：期首仕掛品棚卸高」が貸方に入力ができてしまう不具合を修正しました。

※出納帳・売掛帳・買掛帳に関しては貸借入力可以外の科目は入力できないよう制御がかかります。

12 日常業務 買掛帳

銀行コードが設定されている科目、または科目別補助（銀行補助は非採用）を使用し仕訳を登録した場合、

仕訳明細の銀行コードに科目、または科目別補助に設定されている銀行コードを登録するよう修正しました。

13 日常業務 買掛帳

工事登録ダイアログにて、登録済みの工事マスターを修正しても修正が反映されない不具合を修正しました。

※コード属性がフリーの場合、他の共通補助系ダイアログでも発生していましたが、同様に修正しました。
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14 日常業務 振替伝票
仕様上、本来借方のみ入力可の科目である「5292：期首仕掛品棚卸高」が貸方に入力ができてしまう不具合を修正しました。

15 日常業務 振替伝票

銀行コードが設定されている科目、または科目別補助（銀行補助は非採用）を使用し仕訳を登録した場合、

仕訳明細の銀行コードに科目、または科目別補助に設定されている銀行コードを登録するよう修正しました。

16 日常業務 振替伝票

工事登録ダイアログにて、登録済みの工事マスターを修正しても修正が反映されない不具合を修正しました。

※コード属性がフリーの場合、他の共通補助系ダイアログでも発生していましたが、同様に修正しました。

17 日常業務 入金伝票
仕様上、本来借方のみ入力可の科目である「5292：期首仕掛品棚卸高」が貸方に入力ができてしまう不具合を修正しました。

18 日常業務 入金伝票

銀行コードが設定されている科目、または科目別補助（銀行補助は非採用）を使用し仕訳を登録した場合、

仕訳明細の銀行コードに科目、または科目別補助に設定されている銀行コードを登録するよう修正しました。

19 日常業務 入金伝票

工事登録ダイアログにて、登録済みの工事マスターを修正しても修正が反映されない不具合を修正しました。

※コード属性がフリーの場合、他の共通補助系ダイアログでも発生していましたが、同様に修正しました。

20 日常業務 出金伝票
仕様上、本来借方のみ入力可の科目である「5292：期首仕掛品棚卸高」が貸方に入力ができてしまう不具合を修正しました。

21 日常業務 出金伝票

銀行コードが設定されている科目、または科目別補助（銀行補助は非採用）を使用し仕訳を登録した場合、

仕訳明細の銀行コードに科目、または科目別補助に設定されている銀行コードを登録するよう修正しました。

22 日常業務 出金伝票

工事登録ダイアログにて、登録済みの工事マスターを修正しても修正が反映されない不具合を修正しました。

※コード属性がフリーの場合、他の共通補助系ダイアログでも発生していましたが、同様に修正しました。

23 日常業務 日計表
中間決算月をまたいで月度指定した場合に、中間決算を含んで帳票出力される不具合を修正しました。

24 日常業務 総勘定元帳・補助元帳

条件ダイアログで「キャンセル」ボタンをクリック後に「帳票種類」を変更した場合に、「帳票種類」を変更する前の

検索条件をクリアしていなかったため、「帳票種類」を変更した後のデータが取得できなかった点を修正しました。

25 日常業務 総勘定元帳・補助元帳

補助元帳の出力条件設定の誤字を修正しました。

誤：「中間決済を含めて出力」

正：「中間決算を含めて出力」

26 日常業務 総勘定元帳・補助元帳

対象となる科目・補助の数が多い場合、印刷プログラムに対して正常な出力条件パラメータを渡すことができずにエラーとなっていたため、

パラメータの内容を変更し、対象となる科目・補助の数が多い場合でも正常に印刷を行うことができるように修正を行いました。

27 日常業務 推移財務報告書
月度を範囲指定する時に、中間決算月を最終月に指定すると当期累計予算が集計されない不具合を修正しました。

28 日常業務 資金繰実績表

表示単位「千円(四捨五入)」、「千円(切り上げ)」、「千円(切り捨て)」を選択した場合、選択された単位で指定された

端数処理で正しく丸め処理が行われていない不具合を修正しました。
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29 日常業務 資金繰実績表
印刷時に、印刷ダイアログで指定した「単位」で出力されない不具合を修正しました。

30 日常業務 資金繰実績表

資金繰表の印刷回数カウント処理において、帳票別利用情報(資金繰用）テーブルのデータの「商工会コード」項目に、

「連合会コード」がセットされてしまっていたため、「商工会コード」をセットする様に修正を行いました。

また、アップデータ適用時に、既に「連合会コード」がセットされてしまっている事業者に対する復旧を行うよう対応しました。

31 日常業務 資金繰実績・予定表
印刷時に、印刷ダイアログで指定した「単位」で出力されない不具合を修正しました。

32 日常業務 資金繰実績・予定表

資金繰表の印刷回数カウント処理において、帳票別利用情報(資金繰用）テーブルのデータの「商工会コード」項目に、

「連合会コード」がセットされてしまっていたため、「商工会コード」をセットする様に修正を行いました。

また、アップデータ適用時に、既に「連合会コード」がセットされてしまっている事業者に対する復旧を行うよう対応しました。

33 日常業務 資金繰推移表

資金繰表の科目出力順序に「預金預入れ」「預金引出し」を設定した場合、資金繰推移表にて、

「預金預入れ」「預金引出し」の実績が「1」多く表示されてしまう不具合を修正しました。

34 日常業務 資金繰推移表

表示単位「千円(四捨五入)」、「千円(切り上げ)」、「千円(切り捨て)」を選択した場合、選択された単位で指定された

端数処理で正しく丸め処理が行われていない不具合を修正しました。

35 日常業務 資金繰推移表

資金繰表の印刷回数カウント処理において、帳票別利用情報(資金繰用）テーブルのデータの「商工会コード」項目に

「連合会コード」がセットされてしまっていたため、「商工会コード」をセットする様に修正を行いました。

また、アップデータ適用時に、既に「連合会コード」がセットされてしまっている事業者に対する復旧を行うよう対応しました。

36 日常業務 資金日計表

表示単位「千円(四捨五入)」、「千円(切り上げ)」、「千円(切り捨て)」を選択した場合、選択された単位で指定された

端数処理で正しく丸め処理が行われていない不具合を修正しました。

37 日常業務 資金日計表

資金繰表の印刷回数カウント処理において、帳票別利用情報(資金繰用）テーブルのデータの「商工会コード」項目に

「連合会コード」がセットされてしまっていたため、「商工会コード」をセットする様に修正を行いました。

また、アップデータ適用時に、既に「連合会コード」がセットされてしまっている事業者に対する復旧を行うよう対応しました。

38 日常業務 資金集計表

表示単位「千円(四捨五入)」、「千円(切り上げ)」、「千円(切り捨て)」を選択した場合、選択された単位で指定された

端数処理で正しく丸め処理が行われていない不具合を修正しました。

39 日常業務 資金集計表

資金繰表の印刷回数カウント処理において、帳票別利用情報(資金繰用）テーブルのデータの「商工会コード」項目に

「連合会コード」がセットされてしまっていたため、「商工会コード」をセットする様に修正を行いました。

また、アップデータ適用時に、既に「連合会コード」がセットされてしまっている事業者に対する復旧を行うよう対応しました。

40 日常業務 工事別集計表
1件でも予算未入力の工事がある場合、取引先/部門ごとの合計及び未成/完成ごとの合計で予算残が出力されない不具合を修正しました。

41 日常業務 工事別集計表
期間に決算月を含めて印刷する場合、「累計実績」及び「予算残」が空欄になる不具合を修正しました。
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42 日常業務 工事別集計表
工事の諸口を表示、印刷をする場合、予算残の合計表示条件に含めないように修正しました。

43 日常業務 工事管理表
工事出力順序で「取引先」「部門」のみの設定を行った場合、工事管理表で画面上の合計金額が正しく出力されない不具合を修正しました。

44 日常業務 工事管理表
1件でも予算未入力の工事がある場合、取引先/部門ごとの合計及び未成/完成ごとの合計で予算残が出力されない不具合を修正しました。

45 日常業務 工事管理表

完成工事か未成工事のどちらかのみに予算がある場合、予算がある完成分または未成分のみを印刷すると合計行に

予算残が表示されない不具合を修正しました。

46 マスター関係登録 事業者基本情報
事業者基本情報の輸入取引区分を「なし」以外から「なし」に変更する際に、確認メッセージを表示するよう修正しました。

47 マスター関係登録 科目別補助名称
1科目の科目別補助をすべて削除すると、他の科目の科目別補助につけた付箋が削除される不具合を修正しました。

48 マスター関係登録 固定摘要名称
一覧のソートを変更した際に、科目連想登録エリアが変更されない不具合を修正しました。

49 マスター関係登録 固定摘要名称

「編集」ボタン押下時に入力エリアのみ再設定していた為、右上の検索を使用すると連想科目登録エリアが正しく

表示されないことがありました。「編集」ボタン押下時に、連想科目登録エリアも再設定するように修正しました。

50 マスター関係登録 銀行名称
マスターの付箋を更新・削除すると、他のマスターにつけた付箋が削除される不具合を修正しました。

51 マスター関係登録 取引先名称
マスターの付箋を更新・削除すると、他のマスターにつけた付箋が削除される不具合を修正しました。

52 マスター関係登録 従業員名称
マスターの付箋を更新・削除すると、他のマスターにつけた付箋が削除される不具合を修正しました。

53 マスター関係登録 汎用補助名称
マスターの付箋を更新・削除すると、他のマスターにつけた付箋が削除される不具合を修正しました。

54 マスター関係登録 部門名称

共通仕入「なし」の部門にて仕訳（定型仕訳）を登録し、その後共通仕入を「あり」と変更した場合、

更新ボタンのクリック時に変更不可となるメッセージを表示するよう修正しました。

55 マスター関係登録 科目出力順序
試算表(フォーム)を表示した際、簡略名称全角７文字の科目名が折り返し表示になってしまう不具合を修正しました。

56 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科目出力順序（株主資本変動計算書）において科目区分を「増減」に変更した場合、科目の正残区分を参照して

　金額を算出するように修正しました。

②以下の条件において、株主資本等変動計算書を出力した場合、「その他変動事由」が出力されない不具合を修正しました。

　・科目出力順序の変動事由において、登録済みの科目区分が「貸方」に設定されている。

　・上記の科目を借方発生の仕訳を入力する。
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57 決算業務 決算報告書

変動事由の登録を改ページされる所まで設定し株主資本等変動計算書を出力した場合に、

改頁した際にタイトルヘッダーと明細行が重なっていたため、改ページを行った際にタイトルヘッダーと明細行の間に

空白行を追加して出力するように修正しました。

58 決算業務 キャッシュ・フロー計算書

下記の科目に対して、キャッシュフローの集計科目を修正しました。

①「615：為替差益」を使用した場合、「為替差損」に集計されていたが、「59000：その他営業外収益」に

　集計されるように修正しました。

②「922：利益準備金積立額」～「925：積立金積立２」を使用した場合、「配当金の支払額」に集計されていたが、

　「90060：その他」に集計されるように修正しました。

59 決算業務 キャッシュ・フロー計算書

キャッシュ・フロー計算書を出力する際、以下の条件により警告メッセージを表示するように修正しました。

①会計のバランスエラー

②税効果会計科目チェック

③有価証券評価損のチェック

④純資産の部の増減チェック

⑤調整欄のバランス・エラーチェック

60 決算業務 分析グラフ

総資産対棚卸資産比率の計算式「棚卸資産合計／総資産×100」において、「総資産」の中に、「繰延資産」の金額が

含まれていなかったため、「繰延資産」分を含める様に対応しました。

61 決算業務 分析グラフ
受取勘定回転率（A）（B）の計算結果が表示されている計算式と反対（（Ａ）が（Ｂ）、（Ｂ）が（Ａ））になっている不具合を修正しまし

た。

62 決算業務 分析グラフ
売上高総利益率、売上高対経常利益率にて前期、前々期の中間決算月に入力した実績値が集計されない不具合を修正しました。

63 決算業務 固定資産台帳

一覧画面の資産種類の列で並べ替え後に一括償却資産が先頭になる場合、一括償却資産合計を強制入力で更新しても

一覧画面右上の｢強制入力中の資産あり｣の注釈が表示されない不具合を修正しました。

64 決算業務 固定資産台帳

固定資産基本情報ダイアログ画面の過年度均等償却の端数調整の選択肢の｢6年目に計上する。｣、

｢5年目で調整する。｣の句点｢。｣を削除しました。

65 決算業務 固定資産台帳

H26年機能改良の対応を行いました。

1.一括更新機能を追加。

2.普通償却費が強制入力されている場合に、本来償却できる限度額を確認できるように対応。

3.「固定資産一覧」に減少時残存価額を出力するように対応。

4.固定資産機能のみ利用の場合には「青色申告決算書・収支内訳書 添付資料」の提出日入力に対応。

5.個人決算書に連動する固定資産のデータの出力順を指定できるように対応。

対応内容の詳細は「【ネットde記帳】H26年度申告対応版について.pdf」「【ネットde記帳】平成26年度_税制改正対応版(概要)」を参照し

てください。



項番 タブメニュー 修正画面 修正機能 修正内容

66 決算業務 消費税申告書

・8％の簡便法計算に対応しました。

・付表5-2で課税売上高が控除して控除しきれない場合（マイナス）の対応を行いました。

67 決算業務 消費税申告書

課税期間（至）がH26/4/1以降の申告書(簡易)をPDF印刷すると、付表4の(4)A～D欄に出力される、

コメント内の○付き数字"30"の数字が出力されない不具合を修正しました。

68 決算業務 所得税基本情報
日付項目で不正な日付を入力した場合に、赤枠を表示するように修正しました。

69 決算業務 所得税基本情報
郵便番号検索後で検索された住所を上書きしない場合、フォーカスが検索ボタンに留まっていましたが、

次項目に移動するように修正しました。

70 決算業務 所得税基本情報

H26年機能改良・税制改正の対応を行いました。

・「連動設定」を設け、“自動連動”を選択すると個人決算書の起動時に会計データが自動連動されるように対応。

対応内容は「【ネットde記帳】H26年度申告対応版について.pdf」「【ネットde記帳】平成26年度_税制改正対応版(概要)」を参照してくだ

さい。

71 決算業務 個人決算書
日付項目で不正な日付を入力した場合に、赤枠を表示するように修正しました。

72 決算業務 個人決算書

一般、または農業のみを採用している事業者で、青色申告特別控除額の計算画面の青色申告特別控除額を強制入力で0円に変更した場合に、

金額確認画面、または、終了時の警告として表示される「本年分の不動産所得の金額欄を確認してください。」のメッセージが不適切なた

め、

「青色申告特別控除額が手入力されています。」のメッセージに修正しました。

73 決算業務 個人決算書

金額確認画面に表示しているメッセージで、『限度内です』 『変更はありません』など、

句点がついていないメッセージに句点をつけるように修正しました。

74 決算業務 個人決算書

決算専用で複数の業種が採用されている場合、どれかの業種が「入力完了」となっていると、

APツールバーの「データ連動」ボタンが押せなかったため、通常業務と同様に「データ連動」ボタンが押せるように修正しました。

75 決算業務 個人決算書

単一の業種のみが採用されている場合に、グレーアウトされている損益計算書画面のAPツールバーの「その他の控除額再計算」を

クリックすると金額チェックのダイアログ画面が表示される不具合を修正しました。

76 決算業務 個人決算書

H26年機能改良・税制改正の対応を行いました。

1.［固定資産台帳］で指定した出力順に従って、固定資産のデータを連動するように対応。

2.単一業種で青色申告特別控除額が強制入力されている場合にも、個人決算書の「入力完了」ができるように対応。

3.「所得税基本情報」で“自動連動”が選択された場合に個人決算書の起動時に会計データが自動連動されるように対応。

4.決算更新後の起動時に、前年から各種内訳明細が連動されている旨の確認メッセージを表示するように対応。

5.［不動産所得の収入の内訳］の入力画面にコメントを追加。

6.「青色申告決算書（不動産所得用）」「収支内訳書（不動産所得用）」の職業、電話番号欄を住所、氏名欄にあわせ、左詰めで印刷するよ

うに対応。

対応内容の詳細は「【ネットde記帳】H26年度申告対応版について.pdf」「【ネットde記帳】平成26年度_税制改正対応版(概要)」を参照し

てください。

77 決算業務 所得税申告書
日付項目で不正な日付を入力した場合、赤枠を表示する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

78 決算業務 所得税申告書

所得税入力完了後に個人決算書を変更したときに表示されるメッセージを以下に変更しました。

「入力完了後に個人決算書が変更されていますが、参照表示でよろしいですか？

　（入力完了を解除する場合は「いいえ」を選択」）」

79 決算業務 所得税申告書

H26年機能改良・税制改正の対応を行いました。

1.震災関連寄附金の廃止への対応

2.様式変更への対応

3.社会保険料の明細を追加入力に対応。

4.寄附金控除と政党等寄附金等特別控除の重複チェックを追加。

5.延納届出額が「納める税金」の２分の１を超える金額が入力された場合のチェックを追加。

6.配偶者と事業専従者の重複チェックを氏名および生年月日で行うように変更。

7.申告書（損失申告用）第四表（一）、第四表（二）を強制印刷できるように対応。

対応内容は「【ネットde記帳】H26年度申告対応版について.pdf」「【ネットde記帳】平成26年度_税制改正対応版(概要)」を参照してくだ

さい。

80 データ関係 マスター再計算

仕訳の銀行コードの再セット処理を以下の条件に修正しました。

＜修正前＞

銀行補助が非採用の科目で銀行コードが登録されている仕訳

⇒該当の銀行コードをクリア

＜修正後＞

銀行補助が非採用の科目且つ、科目（科目別補助）に銀行コードの設定がない場合で銀行コードが登録されている仕訳

⇒該当の銀行コードをクリア

81 データ関係 決算更新

『商工会業務』-『OCRデータ抽出』処理にてOCRコード変更を行っている事業者データを決算更新した場合には、

次期データにもそのOCRコードを引き継ぐように対応しました。

82 データ関係 決算更新
残高再移送時、当期と翌期の部門・会計単位の採用が異なった場合、処理を実行できないように修正しました。

83 データ関係 決算更新

完成年月日を迎えていて、翌期移送しない設定になっている工事であっても、翌三か月の仕訳に使用している工事は決算更新時に

次期データに移送するよう修正しました。

84 データ関係 マスター更新
現預金科目を使用した自動仕訳を作成する際、仕訳に資金繰コードが設定されていなかった不具合を修正しました。

85 データ関係 マスター更新

「’」をコードに使用している工事を『工事配賦情報』内で使用していると、配賦自動仕訳が作成される際にエラーとなる不具合を

修正しました。

86 連合会業務 一括印刷依頼一覧

連合会一括印刷の月次推移損益一覧表にて発生するタイムアウトエラーを回避するため、

一括印刷から呼び出す推移財務報告書での速度改善を行いました。

87 商工会業務 OCRデータ抽出

「工事別管理なし」の事業者データを抽出した場合、OCRオプション側で建設工事用科目を使用した際に工事コードの入力が必要となる

不具合を修正しました。



項番 タブメニュー 修正画面 修正機能 修正内容

88 電子申告 データ作成・送信
非居住者の確定申告では、1月1日現在の住所を入れずに作成できるよう、入力必須の解除の対応を行いました。

89 電子申告 データ作成・送信
「申告の基幹となるシステム」という表現が分かりづらいため、「所得税申告書」に変更いたしました。

90 電子申告 データ作成・送信

個人決算書の送信漏れを防止するため、申告書データ選択画面で個人決算書のチェックを外した際と、

未選択のまま更新する際に、確認メッセージを表示するように修正いたしました。

91 電子申告 データ作成・送信

個人決算書の送信漏れを防止するため、送信票画面で個人決算書の関連帳票のチェックが外されている場合、

保存時に確認メッセージを表示するように修正いたしました。

92 電子申告 データ作成・送信 送付書の項目名称と異なるため、送信票画面上の名称を「郵送」から「郵送等」に、「添付省略」から「提出省略」に変更いたしました。

93 電子申告 データ作成・送信
送信票画面の基本情報のラジオボタンの背景が水色となっていたため、他の項目の背景色に合わせるようにいたしました。

94 電子申告 データ作成・送信

・所得税確定申告の平成26年改正に対応しました。

・H26年所得税送付書における入力項目（特記事項）の追加に対応しました。

・e-Tax署名モジュールが更新されたため、最新バージョンを適用しました。

　署名時にインストールを促すメッセージが表示されますので、「はい」を選択し、インストールを行ってください。

　インストール後、署名モジュール（CLCXtxSignerClass）のActiveXのバージョンはver2.4.1.0となります。

95 決算専用業務 当年実績
当年実績で実績登録時に、ブラウザの×ボタンで終了した場合に全社の集計がされない不具合を修正しました。

96 ログイン・メニュー ログイン 基幹認証
職員認証画面からのログイン時、Webサービスの結果が「OK」以外の場合は不要ユーザー削除処理を行わないよう修正しました。

97 ログイン・メニュー ログイン 基幹認証
基幹未連携の記帳ユーザーのユーザーIDと、同一の基幹ユーザーIDで自動ユーザー作成が行われた場合、

同一記帳ユーザーIDでユーザーが作成されてしまう不具合を修正しました。

98 ログイン・メニュー ログイン
コピーライト文字列の「2012-2013」を「2012-2015」に変更しました。

99 ログイン・メニュー ログイン 基幹認証

旧基幹システムを使用し職員認証画面よりログイン時、エラーメッセージ「基幹システムにデータがありません。」が表示され

自動ユーザー作成が出来ない不具合を修正しました。

100 ログイン・メニュー メニュー

・コピーライト文字列の「2012-2013」を「2012-2015」に変更しました。

・メニュー画面上の休日カレンダーに関して、祝日の情報を3年分（2015年～2017年）追加しました。

ver.1.06.0101_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 工事別集計表
工事の受注先または部門を諸口に設定した場合、印刷で受注先または部門の諸口が出力されなくなる不具合を修正しました。



項番 タブメニュー 修正画面 修正機能 修正内容

2 日常業務 工事別集計表
諸口の工事の出力において、諸口以外の工事と同様に、予算の入力がない場合は合計の予算残と消化率の表示を行わないように修正しまし

た。

3 日常業務 工事管理表
工事出力順序「取引先」「部門」を含んだ設定を行った場合、部門や取引先の同じ項目が複数印刷される不具合を修正しました。

4 日常業務 工事管理表
工事の受注先または部門を諸口に設定した場合、印刷で受注先または部門の諸口が出力されなくなる不具合を修正しました。

5 日常業務 工事管理表
諸口の工事の出力において、諸口以外の工事と同様に、予算の入力がない場合は合計の予算残と消化率の表示を行わないように修正しまし

た。

6 決算業務 固定資産台帳

固定資産台帳に一括償却資産が1件も登録されていない状態で、固定資産基本情報の設定を変更して一括再計算が実行された場合、

その後に固定資産の削除の操作を行っても削除処理が実行されない不具合を修正しました。

7 決算業務 固定資産台帳

項目別一括更新の償却期間の更新で、本年中に取得した資産で償却期間が１２ヶ月に満たない場合、

一括更新後に個々の資産の償却期間を調整する必要があるため、｢本年中に取得した資産で償却期間の調整が必要な場合は、

一括更新実行後に固定資産台帳から個々の資産を選択して編集してください。｣の注釈メッセージを追加しました。

8 決算業務 消費税申告書

個人事業者の中間申告（任意）の電子申告手続きID追加に対応しました。

入力完了時に「任意」として電子データ作成可能か判定し、不可であれば通常の中間申告書として作成します。

入力完了時に通常の中間申告（年１回）として電子データ作成可能か判定し、不可であれば「任意」として作成します。

9 決算業務 個人決算書

■収支内訳書（不動産所得用）－「不動産所得の収入の内訳」

印刷で賃借料の[月額][年額]が１０桁（カンマ込みで１３桁）以上になると、金額が枠からはみ出して隣の数字と

重なってしまっていたため、枠に収まらない桁数の場合は、枠に収まるようにカンマを落とし出力するように修正しました。

また、カンマを落としても枠に収まらない場合は、フォントサイズを落とし出力するように修正しました。

※[名義書換料その他][保証金敷金]も同様。

10 決算業務 個人決算書

■不動産所得の収入の内訳（別紙）

印刷で[名義書換料その他][保証金敷金]が１０桁（カンマ込みで１３桁）以上になると、桁落ちしていたため、

カンマ込みで13桁以上となった場合はカンマを落とし桁落ちしないように修正しました。

11 決算業務 個人決算書

不動産所得の収入内訳の別紙印刷で、印刷が２頁以上にわたる場合の各該当頁の

「年額」、「礼金」、「名義書換料」、「保証金敷金」のそれぞれの欄で該当ページに金額の値が無い場合でも

計欄の上段に0円が表示されてしまう不具合を修正しました。



項番 タブメニュー 修正画面 修正機能 修正内容

12 決算業務 個人決算書
連動科目登録

ダイアログ

下記の操作手順で連動科目の登録画面のAPツールバーの削除ボタンが有効にならない不具合を修正しました。

1.損益計算書画面の科目名が入力可能な連動科目設定のアイコンをクリックして連動科目の登録ダイアログを表示する。

2.連動科目が登録されている行へフォーカスを遷移する。

3.ヘッダー部の｢個人決算書科目（現在値）/科目｣へフォーカスを遷移する。

4.手順2で選択していた行の会計科目コードをマウスクリックしてフォーカスを遷移する。

13 決算業務 個人決算書
不動産収入内

訳

不動産収入内訳画面で貸借契約期間の自・至で「上段コピー」を行った場合、

次項目ではなく行の先頭項目にフォーカスが移動する不具合を修正しました。

14 決算業務 個人決算書

国税モノクロ印刷を実行した場合、各業種の一面にある「決算期間」欄にOCR枠が印字されなかった点を修正しました。

　【対象帳票】

　　・青色申告決算書（一般用）

　　・青色申告決算書（不動産所得用）

　　・青色申告決算書（農業所得用）

　　・収支内訳書（一般用）

　　・収支内訳書（不動産所得用）

　　・収支内訳書（農業所得用）

15 決算業務 所得税申告書

①延納届出額チェック

延納届出額チェックの判定を「警告」から「エラー」に変更いたしました。

また、メッセージの文字色も青字から赤字に変更しました。

②寄附金控除チェック

判定欄を拡張し、寄附金控除の判定メッセージを以下のように変更いたしました。

「寄附金控除と政党等寄附金等特別控除の両方が入力されています。両方の控除を受けるか確認してください。」

16 電子申告 データ作成・送信

【所得税確定申告平成26年改正対応および個人消費税申告書改正対応】

・所得税の送信票の添付書類タブにおいて、フリースペースの行数を50行に変更しました。

・H27年個人消費税電子申告に対応しました。

17 電子申告 データ作成・送信

申告書データ選択画面で所得税が完了しており、個人決算書が未完了の場合に表示されるメッセージにつきまして、

以下のように変更しました。

変更前：「個人決算書が選択されていません。よろしいですか？」

変更後：「個人決算書が未完了です。

　　　　　所得税申告書に個人決算書が含まれませんが、よろしいですか？」

18 電子申告 データ作成・送信

送信票入力の帳票選択タブで個人決算書関連のチェックが電子、郵送共に外れている場合に表示される

メッセージにつきまして、以下のように変更しました。

変更前：「個人決算書が選択されていません。よろしいですか？」

変更後：「決算書・収支内訳書に関する帳票が選択されていません。

　　　　　電子／抽出または郵送等のチェックが外れていますが、よろしいですか？」



項番 タブメニュー 修正画面 修正機能 修正内容

19 電子申告 履歴管理

履歴一覧印刷において、受付番号の下4桁が欠けて印字される点を修正しました。

（履歴一覧印刷フォーム上の受付番号の上限サイズを16桁から20桁に変更しました。）

20 データ関係 決算更新
中間決算月を採用しているデータで決算更新を行うと翌期データの月度管理テーブルが作成されない不具合を修正しました。

21 決算専用業務 事業者基本情報

主たる事業に「一般」「製造」「建設」が設定されている状態で、固定資産台帳の事業割合に一般を使用していた場合、

事業者基本情報にて一般同士（一般⇒製造、製造⇒一般など）の変更ができない不具合を修正しました。

22 商工会業務 事業者情報登録 基幹認証

新規モードで基幹呼出を行った場合、記帳事業者コードに基幹事業者コードをセットしていましたが、

記帳事業者コードには何もセットしない（未入力状態にする）ように修正しました。

23 商工会業務 履歴管理

履歴一覧印刷において、受付番号の下4桁が欠けて印字される点を修正しました。

（履歴一覧印刷フォーム上の受付番号の上限サイズを16桁から20桁に変更しました。）

24 連合会業務 履歴管理

履歴一覧印刷において、受付番号の下4桁が欠けて印字される点を修正しました。

（履歴一覧印刷フォーム上の受付番号の上限サイズを16桁から20桁に変更しました。）

25 個別システム共通モジュール APサーバー

「経営指標集計用財務データ連動」、および「経営指標集計用月次財務データ連動」の速度改善を行いました。

改善内容は以下となります。

　・経営指標集計用財務データ連動

　　変更点①：採用されている事業専用科目のみを連動する。

　　変更点②：CRON連動時、1年度分連動するか2年度分連動するかを設定ファイルで管理する。

　　変更点③：CRON連動時、当期データの存在する事業者のみ連動対象とする。

　・経営指標集計用月次財務データ連動

　　変更点①：CRON連動時、1事業者につき1年度のみを連動する。

　　変更点②：CRON連動時、前回CRON実行時以降に発生した科目を差分連動する。

26 個別システム共通モジュール DBサーバー
「経営指標集計用財務データ連動」、および「経営指標集計用月次財務データ連動」の速度改善を行いました。

ver.1.06.0102_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 連合会業務 商工会統合
商工会統合機能を新規追加しました。

2 サーバー管理ツール 商工会統合
商工会統合機能を新規追加しました。

ver.1.06.0103_修正内容



項番 タブメニュー 修正画面 修正機能 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 日別残

マスター更新を実行している集計処理において、通信応答状況を確認する処理を行い、マスター更新に時間がかかる場合でも

完了まで通信が切断されないように修正いたしました。

2 日常業務 日計表

マスター更新を実行している集計処理において、通信応答状況を確認する処理を行い、マスター更新に時間がかかる場合でも

完了まで通信が切断されないように修正いたしました。

3 日常業務 総勘定元帳・補助元帳

マスター更新を実行している集計処理において、通信応答状態を確認する処理を行い、マスター更新に時間がかかる場合でも

完了まで通信が切断されないように修正いたしました。

4 日常業務 財務報告書

マスター更新を実行している集計処理において、通信応答状況を確認する処理を行い、マスター更新に時間がかかる場合でも

完了まで通信が切断されないように修正いたしました。

5 日常業務 推移財務報告書

マスター更新を実行している集計処理において、通信応答状況を確認する処理を行い、マスター更新に時間がかかる場合でも

完了まで通信が切断されないように修正いたしました。

6 日常業務 工事管理表

マスター更新を実行している集計処理において、通信応答状況を確認する処理を行い、マスター更新に時間がかかる場合でも

完了まで通信が切断されないように修正いたしました。

7 日常業務 工事別集計表

マスター更新を実行している集計処理において、通信応答状況を確認する処理を行い、マスター更新に時間がかかる場合でも

完了まで通信が切断されないように修正いたしました。

8 決算業務 個人決算書 会計連動

商工会業務の個人決算連動科目登録から変更が行われても、事業者の個人決算連動科目の登録内容にはリアルタイムには

影響を受けないように修正しました。

9 データ関係 月次確定

更新ボタン押下時と決算確定時に実行するマスター更新処理について、通信応答状況を確認する処理を行い、

マスター更新に時間がかかる場合でも完了まで通信が切断されないように修正いたしました。

10 データ関係 マスター更新 財務報告書
部門採用ありの場合、翌期の繰越利益剰余金が正しく振り替えられていなかった点を修正しました。

ver.1.06.0104~0105_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。


