
ネットde記帳／Web年調 リリースノート

ver ver2.00.0900

各システムの対応内容は以下のとおりです。

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
セッション情報をログファイルに出力するように対応しました。

2 共通 ログイン・メニュー 事業者検索
事業者検索で事業者名の一覧が表示されないことがあった点を修正しました。

3 共通 ログイン・メニュー トップ画面
カレンダーに6週分表示される場合でも、伝言メモの表示が切れないように対応しました。

4 共通 ログイン・メニュー トップ画面 事業者選択

商工会ユーザーが1回のログイン中に2つの事業者を続けて操作し、なおかつ両事業者の操作対象会計年度が異なっている場

合において、後から選択した事業者の画面上部の会計年度表示と実際に選択される会計年度が相違することがあった点を修

正しました。

5 共通 ログイン・メニュー トップ画面 事業者選択
Windows7の端末において、事業者検索エクスプローラーのスクロール後に事業者選択ができなかった点を修正しました。

6 共通 連合会業務 ユーザー情報登録
基幹IDが重複した場合、エラーメッセージを表示するように対応しました。

7 共通 連合会業務 ユーザー情報登録
基幹IDを変更した場合、警告メッセージを表示するよう対応しました。

8 共通 連合会業務 ユーザー情報登録 インポート
インポート時に画面から登録する場合と同様のチェックを行うように対応しました。

9 共通 連合会業務 ユーザー情報登録 インポート
ログイン中の連合会以外のデータをインポートしようとした場合、エラーにするように対応しました。

10 共通 連合会業務 商工会情報登録
基幹IDが重複した場合、エラーメッセージを表示するように対応しました。

11 共通 連合会業務 商工会情報登録
基幹IDを変更した場合、警告メッセージを表示するよう対応しました。

12 共通 連合会業務 商工会情報登録 CSV出力

商工会別事業者一覧CSV出力に「全項目出力」チェックボックスを追加し、事業者情報登録より入力した全項目をCSV出力

できるように対応しました。

13 共通 連合会業務 商工会情報登録 インポート
インポート時に画面から登録する場合と同様のチェックを行うように対応しました。

14 共通 連合会業務 商工会情報登録 インポート
選択中の連合会以外のデータをインポートしようとした場合、エラーにするように対応しました。

15 共通 連合会業務 商工会情報登録
ユーザー情報登録＞

インポート

選択中の商工会以外のデータをインポートしようとした場合、エラーにするように対応しました。

16 共通 連合会業務 商工会情報登録
事業者情報＞

インポート

選択中の商工会以外のデータをインポートしようとした場合、エラーにするように対応しました。

17 共通 連合会業務 商工会情報登録

事業者情報＞

ユーザー情報登録＞

インポート

選択中の事業者以外のデータをインポートしようとした場合、エラーにするように対応しました。

18 共通 連合会業務
ネットde記帳・共通情報

コンバート
インポート

インポート時に画面から登録する場合と同様のチェックを行うように対応しました。



項番 システム タブメニュー 修正画面 修正機能 修正内容

19 共通 連合会業務
ネットde記帳・基幹IDコ

ンバート
インポート

基幹IDが重複した場合、エラーメッセージを表示するように対応しました。

20 共通 商工会業務 ユーザー情報登録
基幹IDが重複した場合、エラーメッセージを表示するように対応しました。

21 共通 商工会業務 ユーザー情報登録
基幹IDを変更した場合、警告メッセージを表示するよう対応しました。

22 共通 商工会業務 ユーザー情報登録 インポート
インポート時に画面から登録する場合と同様のチェックを行うように対応しました。

23 共通 商工会業務 ユーザー情報登録 インポート
ログイン中の商工会以外のデータをインポートしようとした場合、エラーにするように対応しました。

24 共通 商工会業務 事業者情報登録
基幹IDを変更した場合、警告メッセージを表示するよう対応しました。

25 共通 商工会業務 事業者情報登録
ユーザー情報登録＞

インポート

インポート時に画面から登録する場合と同様のチェックを行うように対応しました。

26 共通 商工会業務 事業者情報登録
ユーザー情報登録＞

インポート

選択中の事業者以外のデータをインポートしようとした場合、エラーにするように対応しました。

27 共通 商工会業務 事業者情報登録 インポート
インポート時に画面から登録する場合と同様のチェックを行うように対応しました。

28 共通 商工会業務 事業者情報登録 インポート
選択中の商工会以外のデータをインポートしようとした場合、エラーにするように対応しました。

29 記帳・決算専用 ログイン・メニュー メニュー 税務バージョンアップ
H27年の税務バージョンアップでエラーが発生することがあった点を修正しました。

30 記帳・決算専用 連合会業務 商工会情報登録 フリガナ順で出力するとき、フリガナ順+コード順でソートするように対応しました。

31 記帳・決算専用 商工会業務 事業者情報登録 フリガナ順で出力するとき、フリガナ順+コード順でソートするように対応しました。

32 記帳・決算専用 商工会業務 代理送信
「ログアウト」をクリックしても、電子申告データの排他ロックが解除されなかった点を修正しました。

33 記帳・決算専用 商工会業務 履歴管理
「ログアウト」をクリックしても、電子申告データの排他ロックが解除されなかった点を修正しました。

34 記帳・決算専用 日常業務 財務報告書

出力条件設定ダイアログに「比較対象」のコンボボックスを追加し、「構成比」欄に「前期比」「前々期比」を出力できる

ように対応しました。

35 記帳・決算専用 マスター関係登録 事業者基本情報

会計単位の変更または削除する際に、変更または削除する会計単位が固定資産に登録されている場合、以下のメッセージを

表示するように対応しました。

「会計単位の登録を行っている固定資産があります。更新時に固定資産の設定を解除して、会計単位を変更（削除）しま

す。

　よろしいですか。」

36 記帳・決算専用 決算業務 固定資産台帳
同一事業者同一年度のデータは、1人目を入力モード、2人目以降を参照モードで起動するように排他処理を見直しました。

37 記帳・決算専用 決算業務 固定資産台帳
条件設定の「償却完了」で「完了」または「未了」を選択し、データ抽出した場合にエラーが発生していた点を修正しまし

た。



項番 システム タブメニュー 修正画面 修正機能 修正内容

38 記帳・決算専用 決算業務 消費税申告書

課税取引金額計算表を作成できるように対応しました。

39 記帳・決算専用 決算業務 消費税申告書
基礎金額登録の画面文言を修正しました。

40 記帳・決算専用 決算業務 消費税申告書 「棚卸調整消費税」の入力を「調整消費税等入力」ダイアログから「基礎金額登録」画面に変更しました。

41 記帳・決算専用 決算業務 消費税申告書
同一事業者同一年度のデータは、1人目を入力モード、2人目以降を参照モードで起動するように排他処理を見直しました。

42 記帳・決算専用 決算業務 消費税申告書
決算更新後のデータで前々期の基準金額の課税売上高の金額が0円の場合は、警告メッセージを表示するように対応しまし

た。

43 記帳・決算専用 決算業務 所得税基本情報 税理士情報取込
税理士情報取込画面を起動した際に下にスクロールした状態で画面が表示されることがあった点を修正しました。

44 記帳・決算専用 決算業務 データ作成・送信

課税取引金額計算表を作成・送信できるように対応しました。

45 記帳・決算専用 決算業務 データ作成・送信
「ログアウト」をクリックしても、電子申告データの排他ロックが解除されなかった点を修正しました。

46 記帳・決算専用 決算業務 データ作成・送信 電子署名クライアント
選択されていない申告書が電子署名クライアントに表示されることがあった点を修正しました。

47 記帳・決算専用 決算業務 履歴管理
「ログアウト」をクリックしても、電子申告データの排他ロックが解除されなかった点を修正しました。

48 記帳 連合会業務 一括印刷帳票印字設定
通常印刷と同様に「補助付科目合計転記」と「補助元帳も出力」はいずれかのみチェックできるように対応しました。

49 記帳 連合会業務 プリンター情報
未印刷の依頼があっても、その依頼に紐づくプリンター情報が無い場合は、プリンター一括登録が行えるように対応しまし

た。

50 記帳 連合会業務 プリンター情報
プリンター一括登録ボタンのクリック後、プリンター情報が更新されたかどうかを確認するように対応しました。

51 記帳 連合会業務 プリンター情報 一括印刷モジュール
進捗状況により、プリンター設定一括登録のプログレスバーを更新して表示するように対応しました。

52 記帳 連合会業務 一括印刷依頼一覧 プリンター設定

プリンター設定の「保存」がされている場合、「設定」ボタンは非活性とし、「端末保存が行われています。端末保存は規

定ボタンで解除されます」と表示するように対応しました。



項番 システム タブメニュー 修正画面 修正機能 修正内容

53 記帳 連合会業務 一括印刷依頼一覧 一括印刷モジュール
一括印刷モジュールのウィンドウのレスポンスが遅かった点を改善しました。

54 記帳 連合会業務 一括印刷依頼一覧 一括印刷モジュール
APサーバーのSSL/TLSの設定に関わらず、一括印刷モジュールをインストールできるように対応しました。

55 記帳 連合会業務 一括印刷依頼一覧 一括印刷モジュール

一括印刷モジュールのインストールに失敗した場合、以下のメッセージを表示するように対応しました。

「一括印刷モジュールのインストールが失敗しました。システム管理者にご連絡下さい。

　発生日時：yyyy/mm/dd hh:mm:ss　エラーコード=[xxx]」

56 記帳 商工会業務
ネットde記帳・会計コン

バート

事業者一覧に表示された事業者以外のデータをインポートしようとした場合、エラーにするように対応しました。

57 記帳 商工会業務
ネットde記帳・個別会計

コンバート

事業者一覧に表示された事業者以外のデータをインポートしようとした場合、エラーにするように対応しました。

58 記帳 商工会業務
一括印刷帳票設定マス

ター

総勘定元帳印刷設定に「期首月と決算月のみ期首残高を出力」のチェックボックスを追加しました。

59 記帳 商工会業務
一括印刷帳票設定マス

ター

総勘定元帳印刷設定に「複合・資金複合を出力」のチェックボックスを追加しました。

60 記帳 日常業務 仕訳帳

減価償却費仕訳連動の機能に対応しました。

・条件入力ダイアログで「減価償却費自動仕訳」の絞り込みを可能にしました。

・減価償却費自動仕訳を一覧に表示した際、「データ種別」項目に『減価償却費自動仕訳』と表示するようにしました。

・減価償却費自動仕訳は修正、削除できないようにしました。

・伝票NO自動付番で最大値+1を付番する際、減価償却費自動仕訳の伝票NOを考慮しないようにしました。

61 記帳 日常業務 仕訳帳 仕訳インポート

「取込設定ダイアログ」の「伝票NOセット」が「仕訳入力情報に従う」と設定されており、かつ「仕訳入力情報」の「伝票

NO入力」が「自動付番」と設定されているにもかかわらず、CSV内の伝票NOがインポートされてしまうことがあった点を

修正しました。

62 記帳 日常業務 仕訳帳 一括置換
消費税率を一括置換できるように対応しました。

63 記帳 日常業務 出納帳（現金・預金）

減価償却費仕訳連動の機能に対応しました。

・伝票NO自動付番で最大値+1を付番する際、減価償却費自動仕訳の伝票NOを考慮しないようにしました。

64 記帳 日常業務 出納帳（現金・預金）

貸借科目が同じ仕訳を表示した場合、一覧画面の相手科目の補助欄に当該科目の会計単位が表示されてしまうことがあった

点を修正しました。

65 記帳 日常業務 出納帳（現金・預金）

貸借科目が同じ仕訳を表示した場合、入力エリア上段の相手科目の補助欄に当該科目の会計単位が表示されてしまうことが

あった点を修正しました。

66 記帳 日常業務 売掛帳

減価償却費仕訳連動の機能に対応しました。

・伝票NO自動付番で最大値+1を付番する際、減価償却費自動仕訳の伝票NOを考慮しないようにしました。

67 記帳 日常業務 売掛帳

貸借科目が同じ仕訳を表示した場合、一覧画面の相手科目の補助欄に当該科目の会計単位が表示されてしまうことがあった

点を修正しました。



項番 システム タブメニュー 修正画面 修正機能 修正内容

68 記帳 日常業務 売掛帳

貸借科目が同じ仕訳を表示した場合、入力エリア上段の相手科目の補助欄に当該科目の会計単位が表示されてしまうことが

あった点を修正しました。

69 記帳 日常業務 買掛帳

減価償却費仕訳連動の機能に対応しました。

・伝票NO自動付番で最大値+1を付番する際、減価償却費自動仕訳の伝票NOを考慮しないようにしました。

70 記帳 日常業務 買掛帳

貸借科目が同じ仕訳を表示した場合、一覧画面の相手科目の補助欄に当該科目の会計単位が表示されてしまうことがあった

点を修正しました。

71 記帳 日常業務 買掛帳

貸借科目が同じ仕訳を表示した場合、入力エリア上段の相手科目の補助欄に当該科目の会計単位が表示されてしまうことが

あった点を修正しました。

72 記帳 日常業務 振替伝票

減価償却費仕訳連動の機能に対応しました。

・伝票NO自動付番で最大値+1を付番する際、減価償却費自動仕訳の伝票NOを考慮しないようにしました。

73 記帳 日常業務 振替伝票

仕訳帳、出納帳（現金・預金）、売掛帳、買掛帳で登録した仕訳を表示・修正できるように対応しました。

74 記帳 日常業務 振替伝票
定型仕訳を使用した入力を行う際、行確定を行わなくても定型登録で設定した項目を修正できるように対応しました。

75 記帳 日常業務 振替伝票

貸方科目に「995 売上消費税調整」または借方科目に「996 仕入消費税調整」を入力したとき、常に内税消費税の端数処理

を「切り捨て」で計算されてしまっていた点を修正しました。

76 記帳 日常業務 入金伝票
定型仕訳を使用した入力を行う際、行確定を行わなくても定型登録で設定した項目を修正できるように対応しました。

77 記帳 日常業務 出金伝票
定型仕訳を使用した入力を行う際、行確定を行わなくても定型登録で設定した項目を修正できるように対応しました。

78 記帳 日常業務 科目別集計表
複数月を選択して出力できるように対応しました。

79 記帳 日常業務 総勘定元帳・補助元帳

条件設定ダイアログに「期首月と決算月のみ期首残高を出力」のチェックボックスを追加し、期首月および決算月の出力時

のみ期首残高を出力することができるように対応しました。

80 記帳 日常業務 総勘定元帳・補助元帳

法人事業者で年をまたがる会計期間の元帳の印刷時に、ページの先頭の明細行の仕訳の年が正しく印刷されないことがあっ

た点を修正しました。

81 記帳 日常業務 総勘定元帳・補助元帳 条件設定
「複合・資金複合を出力」のチェックボックスを追加しました。

82 記帳 日常業務 残高一覧表
出力形式で「月次」を選択した場合、複数月を選択して出力できるように対応しました。

83 記帳 日常業務 残高一覧表 印刷 フリガナ順で出力するとき、フリガナ順+コード順でソートするように対応しました。

84 記帳 日常業務 工事元帳
入金額の予算残高を表示しないように対応しました。



項番 システム タブメニュー 修正画面 修正機能 修正内容

85 記帳 日常業務 工事元帳
仕訳入力最終月が決算月の場合、月度の初期値が決算月で表示されなかった点を修正しました。

86 記帳 日常業務 工事元帳

法人事業者で年をまたぐ会計期間の元帳の印刷時に、ページの先頭の明細行の仕訳の年が正しく印刷されないことがあった

点を修正しました。

87 記帳 日常業務 資金日計表
仕訳入力最終月が決算月の場合、月度の初期値が決算月で表示されなかった点を修正しました。

88 記帳 日常業務 仮受・仮払消費税元帳

法人事業者で年をまたがる会計期間の元帳の印刷時に、ページの先頭の明細行の仕訳の年が正しく印刷されないことがあっ

た点を修正しました。

89 記帳 日常業務 月次・決算確定

減価償却費仕訳連動の機能に対応しました。

・仕訳連動を設定している場合、『減価償却費仕訳連動』が未実行の場合は月次確定できないようにしました。

90 記帳 日常業務 伝言メモ

出納帳（現金・預金）、売掛帳、買掛帳で入力した仕訳を伝言メモから各処理に遷移した場合、仕訳が表示されなかった点

を修正しました。

91 記帳 マスター関係登録 事業者基本情報

別のユーザーが消費税申告書を実行しているときは、会計処理区分および消費税区分を変更できないように対応しました。

92 記帳 マスター関係登録 仕訳入力情報

減価償却費仕訳連動の機能に対応しました。

・伝票NO情報の「登録済伝票最大NO」を表示する際、減価償却費自動仕訳の伝票NOを考慮しないようにしました。

93 記帳 マスター関係登録 科目別補助名称 印刷 フリガナ順で出力するとき、フリガナ順+コード順でソートするように対応しました。

94 記帳 マスター関係登録 固定摘要名称 印刷 フリガナ順で出力するとき、フリガナ順+コード順でソートするように対応しました。

95 記帳 マスター関係登録 銀行名称 印刷 フリガナ順で出力するとき、フリガナ順+コード順でソートするように対応しました。

96 記帳 マスター関係登録 取引先名称 印刷 フリガナ順で出力するとき、フリガナ順+コード順でソートするように対応しました。

97 記帳 マスター関係登録 従業員名称 印刷 フリガナ順で出力するとき、フリガナ順+コード順でソートするように対応しました。

98 記帳 マスター関係登録 汎用補助名称 印刷 フリガナ順で出力するとき、フリガナ順+コード順でソートするように対応しました。

99 記帳 マスター関係登録 部門名称 印刷 フリガナ順で出力するとき、フリガナ順+コード順でソートするように対応しました。

100 記帳 マスター関係登録 部門配賦情報 配賦基準値
月別管理の区分を「月別」から「年間」に変更したとき、更新ボタンをクリックしても更新が行われなかった点を修正しま

した。

101 記帳 マスター関係登録 工事名称 印刷 フリガナ順で出力するとき、フリガナ順+コード順でソートするように対応しました。

102 記帳 マスター関係登録 工事残高 印刷 フリガナ順で出力するとき、フリガナ順+コード順でソートするように対応しました。

103 記帳 マスター関係登録 工事配賦情報 配賦基準値

月別管理の区分を「月別」から「年間」に変更したとき、更新ボタンをクリックしてもDBへの更新が行われなかった点を修

正しました。

104 記帳 マスター関係登録 工事予算登録 印刷 フリガナ順で出力するとき、フリガナ順+コード順でソートするように対応しました。



項番 システム タブメニュー 修正画面 修正機能 修正内容

105 記帳 決算業務 固定資産台帳

減価償却費仕訳連動の機能に対応しました。

・月次確定および減価償却費の仕訳連動の状態を画面に表示するようにしました。

・「固定資産一覧（詳細）」に仕訳連動の状態を出力するようにしました。

106 記帳 決算業務
（新規）

減価償却費仕訳連動

減価償却費の仕訳連動の機能を追加しました。

107 記帳 決算業務 消費税申告書
法人事業者の場合、課税期間の開始日を変更できるように対応しました。

108 記帳 決算業務 個人決算書

減価償却費仕訳連動の機能に対応しました。

・『減価償却費仕訳連動』が未実行の場合は、起動時に会計データを連動しないようにしました。

・「データ連動」ダイアログに減価償却費の仕訳連動の状態を画面に表示するようにしました。

・入力完了時に減価償却費の整合性チェックを行うようにしました。

109 記帳 決算業務 決算報告書
集計月を12か月以外から12か月に変更した時、決算月が含まれずに集計されていた点を修正しました。

110 記帳 データ関係 決算更新 減価償却費の仕訳連動に関する基本情報および科目情報を翌年に移送するように対応しました。

111 記帳 データ関係 マスター再計算
すべての工事の契約情報に登録している契約金額の消費税額を再計算する機能を追加しました。

112 決算専用 連合会業務
ネットde記帳・決算専用

コンバート

事業者一覧に表示された事業者以外のデータをインポートしようとした場合、エラーにするように対応しました。

113 決算専用 決算専用業務 当年実績
貸借金額を入力できるように対応しました。

114 年調 年末調整 かんたん！給与連動
取り込むCSVファイルのチェック方式を改め、過年度のデータも取り込めるように対応しました。

ver 2.00.0901

各システムの対応内容は以下のとおりです。

項番 システム タブメニュー 修正画面 修正機能 修正内容

120 記帳・決算専用 決算業務 分析グラフ

簡易財務診断書PDF出力時、経営計数分析表の「資本金又は元入金」欄の表示金額に「事業主貸」の減算処理が正しく反映さ

れていなかった点を修正しました。

121 記帳 連合会業務 一括印刷依頼一覧

商工会表紙の印刷でエラーが発生した場合、「一括印刷状況確認」にエラーとしてチェックボックス付きで表示された事業

者を印刷しても印刷完了とならなかった点を修正しました。

122 記帳 連合会業務 一括印刷依頼一覧

残高および仕訳の発生がない事業者で商工会表紙もしくは事業者表紙を印刷対象として総勘定元帳を印刷したとき、「エ

ラーが発生しました。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。」のエラーが発生していた点を修

正しました。

123 記帳 日常業務 仕訳帳
データ連携＞マネトラ連携ボタンをクリックしたときに、DBサーバーにエラーログが出力されていた点を修正しました。

124 記帳 日常業務 出納帳（現金・預金）
仕訳の修正時に、消費税コード欄で「該当コードがありません」のメッセージが表示されることがあった点を修正しまし

た。

125 記帳 日常業務 出納帳（現金・預金）

当該科目欄で前ゼロをつけて科目コードを入力した場合、「データの更新に失敗しました」のエラーが発生していた点を修

正しました。



項番 システム タブメニュー 修正画面 修正機能 修正内容

126 記帳 日常業務 出納帳（現金・預金）
「年」項目からTABキーを入力した場合、フォーカスが「月日」欄に移動しなかった点を修正しました。

127 記帳 日常業務 売掛帳
仕訳の修正時に、消費税コード欄で「該当コードがありません」のメッセージが表示されることがあった点を修正しまし

た。

128 記帳 日常業務 売掛帳

当該科目欄で前ゼロをつけて科目コードを入力した場合、「データの更新に失敗しました」のエラーが発生していた点を修

正しました。

129 記帳 日常業務 売掛帳
「年」項目からTABキーを入力した場合、フォーカスが「月日」欄に移動しなかった点を修正しました。

130 記帳 日常業務 買掛帳
仕訳の修正時に、消費税コード欄で「該当コードがありません」のメッセージが表示されることがあった点を修正しまし

た。

131 記帳 日常業務 買掛帳

当該科目欄で前ゼロをつけて科目コードを入力した場合、「データの更新に失敗しました」のエラーが発生していた点を修

正しました。

132 記帳 日常業務 買掛帳
「年」項目からTABキーを入力した場合、フォーカスが「月日」欄に移動しなかった点を修正しました。

133 記帳 日常業務 ドリルダウン元帳

ドリルダウン元帳から新規に仕訳を入力しようとしたときに、会計単位または部門がセットされないことがあった点を修正

しました。

134 記帳 日常業務 残高一覧表
和暦設定の場合、「出力条件設定」および「印刷条件設定」の「出力月」が改行して表示されていた点を修正しました。

135 記帳 日常業務 工事別集計表

ver2.00.0600で以下の対応を行いましたが、データにより集計時間が遅くなることがあったため、元のプログラムに戻しま

した。

・（リリースノート項番14）集計ボタンをクリック後、金額表示までに時間が掛かることがあった点を修正しました。

※9/28の個別リリースと同じ内容です。

136 記帳 マスター関係登録 事業者基本情報

「工事別管理」の採用を変更する際、同一年度の異なる事業者データの期首残高および月次実績を0円で更新することがあっ

た点を修正しました。

※10/4の個別リリースと同じ内容です。

137 記帳 データ関係 決算更新

使用機能が「固定資産のみ」の事業者データを決算更新したときに、仕訳入力に必要な情報が翌期データに移送されなかっ

た点を修正しました。

ver 2.00.0902

各システムの対応内容は以下のとおりです。

項番 システム タブメニュー 修正画面 修正機能 修正内容

143 記帳 連合会業務 一括印刷依頼一覧 一括印刷モジュール
ラッパーモジュール（ComBtpWrapper）が起動できない場合があった点を修正しました。

144 記帳 日常業務 出納帳（現金・預金）
「月固定」をマウスクリックまたはスペースキーで切り替えた場合、次の項目へフォーカスを移動するように対応しまし

た。

145 記帳 日常業務 出納帳（現金・預金）
処理の起動後に登録した固定摘要を、ウィンドウから選択しても摘要欄に入力できなかった点を修正しました。

146 記帳 日常業務 売掛帳
「月固定」をマウスクリックまたはスペースキーで切り替えた場合、次の項目へフォーカスを移動するように対応しまし

た。



項番 システム タブメニュー 修正画面 修正機能 修正内容

147 記帳 日常業務 売掛帳
処理の起動後に登録した固定摘要を、ウィンドウから選択しても摘要欄に入力できなかった点を修正しました。

148 記帳 日常業務 買掛帳
「月固定」をマウスクリックまたはスペースキーで切り替えた場合、次の項目へフォーカスを移動するように対応しまし

た。

149 記帳 日常業務 買掛帳
処理の起動後に登録した固定摘要を、ウィンドウから選択しても摘要欄に入力できなかった点を修正しました。

150 記帳 日常業務 振替伝票
処理の起動後に登録した固定摘要を、ウィンドウから選択しても摘要欄に入力できなかった点を修正しました。

151 記帳 日常業務 入金伝票
処理の起動後に登録した固定摘要を、ウィンドウから選択しても摘要欄に入力できなかった点を修正しました。

152 記帳 日常業務 出金伝票
処理の起動後に登録した固定摘要を、ウィンドウから選択しても摘要欄に入力できなかった点を修正しました。

153 記帳 日常業務 財務報告書

・科目出力順序で「試算表（フォーム）」の「貸借対照表」または「損益計算書」で出力区分を「なし」と設定した場合、

「フォーム（A3横）」で印刷しても科目の名称が出力されなかった点を修正しました。

・科目出力順序で「試算表（フォーム）」の「科目別内訳書」の項目番号21以降の項目を設定した場合に、科目が印刷され

ないことがあった点を修正しました。

154 記帳 日常業務 推移財務報告書

・科目出力順序で「試算表（フォーム）」の「貸借対照表」または「損益計算書」で出力区分を「なし」と設定した場合、

「推移（フォーム）」で印刷しても科目の名称が出力されなかった点を修正しました。


