
ver1.06.0213 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 出納帳（現金・預金）

ヘッダー会計単位と明細会計単位が異なる仕訳が存在する場合、指定した会計単位と明細会計単位が同一で、かつ、

指定した会計単位とヘッダー会計単位が異なる仕訳の金額を残高に加算していた点を修正しました。

2 日常業務 売掛帳

ヘッダー会計単位と明細会計単位が異なる仕訳が存在する場合、指定した会計単位と明細会計単位が同一で、かつ、

指定した会計単位とヘッダー会計単位が異なる仕訳の金額を残高に加算していた点を修正しました。

3 日常業務 買掛帳

ヘッダー会計単位と明細会計単位が異なる仕訳が存在する場合、指定した会計単位と明細会計単位が同一で、かつ、

指定した会計単位とヘッダー会計単位が異なる仕訳の金額を残高に加算していた点を修正しました。

4 日常業務 工事台帳
マスター更新を実行している集計処理において、通信状況を確認する対応を行いました。

5 電子申告 データ作成・送信

電子申告の文字数チェックにおいて、変換前の文字列に半角スペースが含まれている場合でかつ、

半角文字を全角文字に変換した後の文字列が最大文字数を超えた場合に警告メッセージが表示されない点を修正しました。

6 共通コンポーネント 内部処理
通信状況確認処理が終了しない不具合の修正のため、確認処理開始の制御を見直しました。

ver1.06.0300 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）
・排他制御が正常に行われないケースがあ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）
各種入力画面より呼び出される固定摘要登録ダイアログにて、科目連想の登録を可能にしました。

3 日常業務 仕訳帳（ドリルダウン元帳）
・仕訳インポート

・マネトラ連携

「かんたん！見積・納品・請求」、「かんたん！給与」のCSVをインポートする場合、

「諸口マスタを使用する」に変更しなくてもCSVの取り込みができるように修正しました。

4 日常業務 出納帳（現金・預金）
排他制御が正常に行われないケースがある不具合を修正しました。

5 日常業務 出納帳（現金・預金） 各種入力画面より呼び出される固定摘要登録ダイアログにて、科目連想の登録を可能にしました。

6 日常業務 売掛帳 排他制御が正常に行われないケースがある不具合を修正しました。

7 日常業務 売掛帳
各種入力画面より呼び出される固定摘要登録ダイアログにて、科目連想の登録を可能にしました。

8 日常業務 買掛帳
排他制御が正常に行われないケースがある不具合を修正しました。

9 日常業務 買掛帳 各種入力画面より呼び出される固定摘要登録ダイアログにて、科目連想の登録を可能にしました。

10 日常業務 振替伝票
排他制御が正常に行われないケースがあ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

11 日常業務 振替伝票 各種入力画面より呼び出される固定摘要登録ダイアログにて、科目連想の登録を可能にしました。

12 日常業務 入金伝票
排他制御が正常に行われないケースがある不具合を修正しました。

13 日常業務 入金伝票 各種入力画面より呼び出される固定摘要登録ダイアログにて、科目連想の登録を可能にしました。

14 日常業務 出金伝票
排他制御が正常に行われないケースがある不具合を修正しました。

15 日常業務 出金伝票 各種入力画面より呼び出される固定摘要登録ダイアログにて、科目連想の登録を可能にしました。

16 日常業務 科目別集計表
マスター更新を実行している帳票において、通信状況を確認する対応を行いました。

17 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帳票において、通信状況を確認する対応を行いました

18 日常業務 財務報告書

会計単位の「その他事業」に「建設工事業」が設定されていた場合、財務報告書のフォーム形式にて「その他事業」の科目を優先した

出力順序で表示されていたため、「主たる事業」の科目を優先した出力順序で表示されるように修正しました。

19 日常業務 残高一覧表
マスター更新を実行している帳票において、通信状況を確認する対応を行いました。

20 日常業務 工事元帳
マスター更新を実行している帳票において、通信状況を確認する対応を行いました。

21 決算業務
キャッシュ・フロー計算

書

マスター更新を実行している帳票において、通信状況を確認する対応を行いました。

22 決算業務 分析グラフ

下記の分析グラフの帳票において、「前期」、「前々期」の中間決算月の金額が反映されない不具合を修正しました。

・月別売上実績表

・比較貸借対照表

・比較損益計算書

23 マスター関係登録 事業者基本情報

『残高なし』『仕訳あり』のその他事業の「BS管理」を変更しようとした際のメッセージが「残高が登録されているため・・・」と

表示されてしまう不具合を修正しました。

24 マスター関係登録 事業者基本情報

主たる事業が「一般」、「農業」、「不動産」のいずれかで、その他事業に「製造業」または「建設工事業」を設定した場合、

主たる事業に設定した会計単位の出力順序に切り替え、製造原価報告書エリアにその他事業の「製造業」または「建設工事業」用の

科目をセットする対応を行いました。

25 マスター関係登録 科目残高
科目残高印刷時に、その他の事業に設定してある科目残高が印刷されない不具合を修正しました。

26 マスター関係登録 科目残高
摘要残高登録している科目に対して科目残高の値を更新すると摘要残高の値が全て同じになる不具合を修正しました。

27 マスター関係登録 科目出力順序

帳票種別：試算表(フォーム)選択時の損益計算書タブに表示される初期設定の出力順序を、主たる事業の科目を優先する出力順序に

修正しました。

28 マスター関係登録 科目別補助名称

グリッドを表示した際に、諸口がどの科目か識別できるように修正しました。

また、諸口科目を編集しようとしたときに、編集確認メッセージダイアログ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

29 マスター関係登録 銀行名称

グリッドを表示した際に、諸口がどの科目か識別できるように修正しました。

また、諸口科目を編集しようとしたときに、編集確認メッセージダイアログを表示するように修正しました。

30 マスター関係登録 取引先名称

グリッドを表示した際に、諸口がどの科目か識別できるように修正しました。

また、諸口科目を編集しようとしたときに、編集確認メッセージダイアログを表示するように修正しました。

31 マスター関係登録 従業員名称

グリッドを表示した際に、諸口がどの科目か識別できるように修正しました。

また、諸口科目を編集しようとしたときに、編集確認メッセージダイアログを表示するように修正しました。

32 マスター関係登録 汎用補助名称

グリッドを表示した際に、諸口がどの科目か識別できるように修正しました。

また、諸口レコードを編集しようとしたときに、編集確認メッセージダイアログを表示するように修正しました。

33 全国連業務 ユーザー情報登録

ユーザーが1件も存在していない場合、新規モードで「キャンセルボタン」、「新規ボタン」、「インポートボタン」の

いずれかを押下してからユーザーの新規登録を行うと、権限が一般のユーザーが作成されてしまう不具合を修正しました。

34 連合会業務 連合会情報登録
屋号表示対応として、「事業者名称表示区分」を登録できるように修正しました。

35 連合会業務 ユーザー情報登録

ユーザーが1件も存在していない場合、新規モードで「キャンセルボタン」、「新規ボタン」、「インポートボタン」の

いずれかを押下してからユーザーの新規登録を行うと、権限が一般のユーザーが作成されてしまう不具合を修正しました。

36 商工会業務 ユーザー情報登録

ユーザーが1件も存在していない場合、新規モードで「キャンセルボタン」、「新規ボタン」、「インポートボタン」の

いずれかを押下してからユーザーの新規登録を行うと、権限が一般のユーザーが作成されてしまう不具合を修正しました。

37 商工会業務 事業者情報登録

決算開始月日に「3月1日」を入力した際に決算終了月日に「2月29日」が自動セットされエラーとなっていたため、

常に「2月28日」とセットするように修正しました。

38 商工会業務 事業者データ作成

決算開始月日もしくは決算終了月日を「2月29日」で事業者データ作成した場合、事業者情報の決算開始月日もしくは決算終了月日に

「2月28日」がセットされるよう修正しました。

39 電子申告 データ作成・送信

法人消費税申告書の課税期間が月初（1日）でない場合に、「データ作成・送信」画面で消費税申告書データを選択して更新を行うと

「入力内容が変更されている」旨の警告メッセージが表示されてしまう不具合に対する修正をVer.1.05.1001にてリリース致しましたが、

症状が発生した事業者は、内部の課税期間検索情報データが不正な状態（開始年月日＞終了年月日）となっているため、

バージョンアップで正しい課税期間に復旧されるよう対応を行いました。

なお、プログラムは修正済みのため、復旧前の状態で申告を行っても問題ありません。

40 ログイン・メニュー メニュー

連合会情報登録の「事業者名称表示区分」が「屋号を表示する」と設定されている場合、商工会業務の「事業者情報」で屋号が登録されている

個人事業者は、年度選択の事業者名称に「屋号」を表示するように修正しました。

（※設定変更が可能なのは連合会のみです）



項番 タブメニュー 修正画面 修正機能 修正内容

41 ログイン・メニュー ログイン 基幹認証

職員認証ログインにて、所属商工会コードが「0021」で権限が「スーパーユーザー」の場合、

「0021」商工会が存在しなければ、連合会に自動ユーザー作成を行っていましたが、

『xx0021 商工会を作成してからログインしてください。』というメッセージを出し、「0021」商工会を作成しなければログインを

行わせないように修正しました。

また、『商工会コードが「0021」で権限が「スーパーユーザー」』以外の場合でも、該当の商工会が存在しない場合は、

『商工会が登録されていません。』というメッセージを出すように修正しました。

42 ログイン・メニュー ログイン

ログイン時に下記設定をしている際、ランタイムエラー#2130が発生し、ログインできない問題が発生しているため、

ログイン画面が表示された段階でエラーが発生するか確認し、発生する場合は、設定変更の手順書を表示するように対応しました。

＜設定＞

Adobe Flash Playerの設定　→　ローカルストレージ　→　「なし」に設定し、今後表示しないにチェック

43 共通コンポーネント 事業者検索エクスプローラー

連合会情報登録の「事業者名称表示区分」が「屋号を表示する」と設定されている場合、

商工会業務の「事業者情報」で屋号が登録されている個人事業者は、一覧の「名称」および「フリガナ」欄にて、

「屋号」および「屋号のフリガナ」を表示するように修正しました。

（※設定変更が可能なのは連合会のみです）

44 共通コンポーネント
事業者データバー

ジョンアップ

試算表(フォーム)の損益計算書タブに表示される初期設定の出力順序を、主たる事業の科目を優先する出力順序に修正しました。

45 共通コンポーネント
事業者データバー

ジョンアップ

摘要残高が不正となっている事業者データに対して、摘要残高を復旧するよう修正しました。

ver1.06.0301 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）
一括置換処理にて振替伝票で入力されたデータの「複合」「資金複合」科目は置換不可となるよう修正しました。

2 日常業務 振替伝票

“工事別管理なし”の場合、定型仕訳から呼び出した伝票登録時、

工事コードの「未登録」を強制的に「なし」に変換して登録するよう修正しました。

3 日常業務 入金伝票

“工事別管理なし”の場合、定型仕訳から呼び出した伝票登録時、

工事コードの「未登録」を強制的に「なし」に変換して登録するよう修正しました。

4 日常業務 出金伝票

“工事別管理なし”の場合、定型仕訳から呼び出した伝票登録時、

工事コードの「未登録」を強制的に「なし」に変換して登録するよう修正しました。

5 日常業務 伝言メモ

ドリルダウン画面から伝言メモ側に戻った際、伝言メモ側にて再度セッション情報を戻す処理を行い、

その間APツールバーを非活性にし「戻る」ボタン⇒「×」ボタンを連続で押下できないよう制御を入れました。

6 マスター関係登録 事業者基本情報
 BS管理を「なし」から「あり」に変更した時に仕訳、残高等があればマスター再計算フラグをたてるよう修正しました。



項番 タブメニュー 修正画面 修正機能 修正内容

7 マスター関係登録 部門名称
 BS管理を「なし」から「あり」に変更した時に仕訳、残高等があればマスター再計算フラグをたてるよう修正しました。

8 マスター関係登録 工事名称

グリッドを表示したときに、諸口がどの科目か識別できるように修正しました。

また、諸口科目を編集しようとしたときに、確認メッセージを表示するように修正しました。

9 データ関係 決算更新
新しく年度DBを作成する際、複数の事業者が同時に処理を行えないように修正しました。

10 データ関係 マスター更新
自動仕訳が削除され、新規で自動仕訳が作成されない場合、自動仕訳削除分の差額が集計表に反映されない点を修正しました。

11 データ関係 マスター再計算 工事別管理なし事業者の場合、仕訳・定型仕訳データ上の工事コードの「未登録」を「なし」に更新する処理を追加しました。

12 商工会業務 事業者データ作成
新しく年度DBを作成する際、複数の事業者が同時に処理を行えないように修正しました。

13 商工会業務 データ・リストア
新しく年度DBを作成する際、複数の事業者が同時に処理を行えないように修正しました。

14 決算業務 固定資産台帳

キーボードの矢印キーを押し続けて一括償却資産の内訳の行にフォーカスを遷移した場合、

一括償却資産の合計レコードの削除が正しく行われないことがある不具合を修正しました。

ver1.06.0302 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 ログイン・メニュー

「連合会一括印刷にて2部印刷の印刷処理が行われている」かつ「該当事業者の1部目の印刷後に事業者選択された」場合に、

印刷用一時データが削除され、2部目の印刷帳票に数字が印字されない不具合があったため、1部目2部目に関係なく、

印刷開始前データが存在した場合は印刷用一時データの削除を行わないように修正しました。


