
ver1.71.0202リリースノート 修正内容

項番 システム タブメニュー 修正画面 修正機能 修正内容

1 共通 連合会業務 連合会情報登録

文字入力項目に数字型の文字（"0"～"9"）のみが登録されている状態で編集を行い、先頭に"0"を追加して更新した場合に、エラーが発生

する不具合を修正しました。

以下の項目が該当します。

　名称、フリガナ、代表者氏名、フリガナ、代表者役職、住所上段、住所下段

※2月差分パッチ適用済

2 共通 連合会業務 商工会情報登録

文字入力項目に数字型の文字（"0"～"9"）のみが登録されている状態で編集を行い、先頭に"0"を追加して更新した場合に、エラーが発生

する不具合を修正しました。

以下の項目が該当します。

　名称、フリガナ、代表者氏名、フリガナ、代表者役職、住所上段、住所下段

※2月差分パッチ適用済

3 共通 商工会業務 商工会情報登録

文字入力項目に数字型の文字（"0"～"9"）のみが登録されている状態で編集を行い、先頭に"0"を追加して更新した場合に、エラーが発生

する不具合を修正しました。

以下の項目が該当します。

　名称、フリガナ、代表者氏名、フリガナ、代表者役職、住所上段、住所下段

※2月差分パッチ適用済

4 共通 商工会業務 事業者情報登録

文字入力項目に数字型の文字（"0"～"9"）のみが登録されている状態で編集を行い、先頭に"0"を追加して更新した場合に、エラーが発生

する不具合を修正しました。

以下の項目が該当します。

　コード、氏名、フリガナ、世帯主名、世帯主との続柄、職業名、屋号、フリガナ、住所上段、フリガナ、住所下段、フリガナ

　納税者番号、停止事由、納税者用カナ、備考

※2月差分パッチ適用済

5 記帳・決算専用 商工会業務 代理送信

データ送信時に「XTXに選択された様式情報が存在するか」のチェックを行い、通信エラーにより不正なデータが作成されていた場合は

エラーとするように対応しました。

※2月差分パッチ適用済

6 記帳・決算専用 商工会業務 代理送信
通信中は、電子申告データ選択、入力フィールドの更新、ボタンの操作をできないように対応しました。

7 記帳・決算専用 データ関係 マスター更新

当期データにおいて工事残高が登録されていて、該当工事を使用した仕訳が存在しない場合、「完成年月日」を入力しても完成工事振替

自動仕訳が作成されなかった点を修正しました。

※2月差分パッチ適用済

8 記帳・決算専用 決算業務 消費税申告書
消費税基本情報の読み込みに失敗した場合は、何も更新しない状態で処理を終了するように対応しました。

※2月差分パッチ適用済

9 記帳・決算専用 決算業務 消費税申告書

「消費税計算情報」タブ画面が正常に動作しなかった場合は、消費税申告書を強制終了し、「ネットワークに接続できませんでした。

ネットワークの状態を確認してください。」のメッセージを表示するように対応しました。

10 記帳・決算専用 決算業務 個人決算書

少額償却資産登録後に、事業者基本情報にて業種を削除した場合に、少額償却資産が個人決算書に正しく連動されていなかった点を修正

しました。

※2月差分パッチ適用済

11 記帳・決算専用 決算業務 データ作成・送信

データ送信時に「XTXに選択された様式情報が存在するか」のチェックを行い、通信エラーにより不正なデータが作成されていた場合は

エラーとするように対応しました。

※2月差分パッチ適用済

12 記帳・決算専用 決算業務 データ作成・送信
通信中は、電子申告データ選択、入力フィールドの更新、ボタンの操作をできないように対応しました。

13 記帳 連合会業務 一括印刷依頼一覧

印刷時にエラーが返ってきた場合に、該当リクエストをエラー扱いとしてエラー詳細画面に下記のエラーメッセージを表示するように修

正しました。

　「印刷が正常に完了していないため、一括印刷状況確認にて印刷状況を確認し、印刷を行ってください。」

※画面起動時にActiveXのインストールが行われるため、インストール画面が起動した際に「はい」を選択してください。

※2月差分パッチ適用済



14 記帳 マスター関係登録 仕訳入力情報
「仕訳入力情報」の読み込みに失敗した場合、画面の操作をできないように対応しました。

また、「仕訳入力情報」の読み込みに失敗した場合は、何も更新しない状態で処理を終了するように対応しました。

15 決算専用 決算専用業務 決算更新

当年実績を登録した事業者データに対して、前年データから「会計（消費税）移送あり」にチェックをつけて残高再移送を行った場合

に、当年実績の内容がクリアされていた点を修正しました。

※2月差分パッチ適用済

ver1.71.0300リリースノート 修正内容

項番 システム タブメニュー 修正画面 修正機能 修正内容

1 共通 ログイン・メニュー ログイン

ポリシー設定の「パスワード変更履歴回数」を保存されている値より小さい値に変更した後、パスワードの変更を行った際にエラーが発

生する場合があった点を修正しました。

2 共通 ログイン・メニュー ログアウト

ブラウザの×ボタンをクリックしたとき、当該ログインユーザーの排他制御情報をすべて削除していたのを、作成から３時間以内の排他

制御情報は削除しないよう修正しました。

3 記帳・決算専用 決算業務 消費税申告書
申告書の提出日の年、月、日のいずれかが未入力であってもエラーとしないように修正しました。

4 記帳・決算専用 決算業務 所得税申告書

データ更新中に所得税申告書を終了するような操作を行うと更新処理が重複して行われエラーとなる可能性があるため、データ更新処理

が完了するまで画面をロックするように対応しました。

また、データの更新処理中には、更新中であることがわかるようにプログレスバーを表示するように対応しました。

5 記帳 日常業務 総勘定元帳・補助元帳
補助元帳の画面表示および印刷出力時に、出力条件の範囲内の補助が出力されないことがあった点を修正しました。

6 記帳 マスター関係登録 部門配賦情報
印刷時に配賦先情報のマスター範囲を5行分出力するように対応しました。

7 記帳 マスター関係登録 工事配賦情報
印刷時に配賦先情報のマスター範囲を5行分出力するように対応しました。

8 記帳 データ関係 決算専用データインポート

アップロードボタンをクリックした際の年度チェックで、エラーが発生した場合のエラーメッセージの内容を変更しました。

変更前

「事業者データがエクスポートデータの翌年のデータでないためインポートできませんでした。

　事業者データの年度を確認してください。」

変更後

「事業者データがエクスポートデータ（xxxx年度）の翌年のデータでないためインポートできませんでした。

　xxxx年度の事業者データで再度実行してください。」

9 記帳 日常業務 総勘定元帳・補助元帳

総勘定元帳の印刷において、出力条件設定で「損益勘定へ振替出力」と「発生取引のみ出力」の両方にチェックをつけたとき、「元入

金」の「前月より繰越」が出力されなかった点を修正しました。

10 記帳 データ関係 マスター更新
工事完成振替自動仕訳を作成する際、工事詳細情報が存在しない工事を対象外としていた点を修正しました。

※個別対応済

ver1.71.0301リリースノート 修正内容

項番 システム タブメニュー 修正画面 修正機能 修正内容

1 記帳・決算専用 連合会業務 データ連動処理
決算更新中フラグが立っている事業者データはデータ連動の対象外とするように修正しました。



2 記帳・決算専用 商工会業務 代理送信

e-Taxから即時通知のエラーが返されたときに表示するメッセージを以下のとおり修正しました。

修正前：「XX件の電子申告データが下記の＜即時通知のエラー情報＞により、受け付けらませんでした。」

修正後：「XX件の電子申告データが下記の＜即時通知のエラー情報＞により、受け付けられませんでした。」

3 記帳・決算専用 決算業務 個人決算書

少額償却資産登録後に事業者基本情報にて業種を削除した場合に、少額償却資産が個人決算書に正しく連動されていなかった点を修正し

ました（過年度分の対応）。

4 記帳・決算専用 決算業務 個人決算書
電子申告エラー

チェック

電話番号欄に整数値以外の文字が入力されていた場合に、電子申告エラーチェックでエラーとならなかった点を修正しました。

5 記帳・決算専用 決算業務 所得税申告書
電子申告エラー

チェック

電話番号欄に整数値以外の文字が入力されていた場合に、電子申告エラーチェックでエラーとならなかった点を修正しました。

6 記帳・決算専用 決算業務 データ作成・送信

データ抽出において、電話番号欄に整数値以外の文字が入力されていた場合に「作成エラー」となっていたため、エラーとなる文字を削

除して電子申告データを作成し、作成結果として「正常終了（警告）」と表示するように対応しました。

7 記帳・決算専用 決算業務 データ作成・送信

e-Taxから即時通知のエラーが返されたときに表示するメッセージを以下のとおり修正しました。

修正前：「XX件の電子申告データが下記の＜即時通知のエラー情報＞により、受け付けらませんでした。」

修正後：「XX件の電子申告データが下記の＜即時通知のエラー情報＞により、受け付けられませんでした。」

8 記帳・決算専用 決算業務 メッセージ・ボックス

メッセージ詳細画面からブラウザ表示を行った場合に内容が表示されないことがあったため、ブラウザ起動後にページの情報を表示する

ように対応しました。

9 記帳・決算専用 データ関係 決算更新
決算更新中に通信エラーが発生した場合に、1秒ごとにエラーメッセージが表示されていた点を修正しました。

10 記帳 日常業務 仕訳帳 一括置換

一括置換画面の「置換条件」において、科目を指定せずに会計単位（または部門）を指定して一括置換を実行したときに、指定した「置

換条件」に一致する仕訳のみ置換するように修正しました。

11 記帳 マスター関係情報 科目名称

決算更新で使用する以下の科目は、非表示に設定できないように対応しました。

・411 元入金（個人事業者の場合）

・901 期首繰越利益剰余金（法人事業者の場合）

12 記帳 マスター関係情報 科目名称

マスター更新の完成工事売上自動仕訳で使用する以下の科目は、非表示に設定できないように対応しました。

・6311 完成工事売上高

・6111 完成工事未収入金

・6113 未成工事受入金

・330 仮受金

13 記帳 データ関係 決算更新
コンバート時に作成された、未使用の部門別工事別の実績レコードを翌期データに移送しないように対応しました。



14 記帳 共通コンポーネント 事業者選択時バージョンアップ

特殊科目に割り当てられ科目名称で非表示に設定することができない以下の科目について、非表示の設定がされている場合は、事業者選

択時のバージョンアップにて非表示から表示に切り替えるように対応しました。

・177 仮払消費税等

・183 不明勘定

・329 仮受消費税等

・330 仮受金

・411 元入金

・901 期首繰越利益剰余金

・997 複合

・998 資金複合

・6111 完成工事未収入金

・6113 未成工事受入金

・6311 完成工事売上高

15 記帳 共通コンポーネント 事業者選択時バージョンアップ
非表示でかつ期首残高が登録されている科目は、事業者選択時のバージョンアップにて非表示から表示に切り替えるように対応しまし

た。

ver1.71.0302リリースノート 修正内容

項番 システム タブメニュー 修正画面 修正機能 修正内容

1 共通 商工会業務 事業者情報登録

基幹呼出ボタンクリック時に、以下の項目は基幹の情報を連動しないように対応しました。

・利用開始日

・利用停止日

・利用停止事由

2 記帳 連合会業務 一括印刷依頼一覧

PRサーバーでエラーが発生した場合、最大で1分経過後に次の帳票の印刷を開始するように対応しました。

※画面起動時にActiveXのインストールが行われるため、インストール画面が起動した際に「はい」を選択してください。

3 記帳 連合会業務 一括印刷依頼一覧
一括印刷の印刷処理時のジョブ名として印刷リクエストIDを表示するように対応しました。


