
ネットde記帳／Web年調 リリースノート

ver 2.00.1200

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 ログイン・メニュー ログイン

・商工会統合が実行中の場合は、以下のユーザーのログインができないように対応しました。
 ①統合元の商工会ユーザー
 ②統合元の商工会に属する事業者ユーザー
 ③統合先の商工会ユーザー
 ④統合先の商工会に属する事業者ユーザー

2 共通 連合会業務 商工会情報登録

・商工会の編集が行われた時に、該当商工会の排他レコードを作成するように対応しました。
・商工会統合中（統合元または統合先）の商工会を選択し、アプリケーションツールバーより「編集」「削除」
 「事業者情報」「ユーザー情報」がクリックされた時にエラーとなるように対応しました。

3 共通 連合会業務 事業者データ削除

・商工会コンボボックスの初期表示を「指定なし」に変更しました。
・商工会コンボボックスより商工会統合中（統合元または統合先）の商工会が選択され、表示ボタンがクリックされた時に
 エラーとなるように対応しました。

4 共通 商工会業務 事業者情報登録 「国税庁法人番号公表サイト」のリンク先を変更しました。

5
記帳
決算専用

連合会業務 データベース設定
・データ連動CRON処理の実行時、対象の連合会に属する商工会の商工会統合が実行されている場合はエラーとなるように
 対応しました。

6
記帳
決算専用

連合会業務 データ連動処理
・データ連動処理の実行時、対象の連合会に属する商工会の商工会統合が実行されている場合はエラーとなるように
 対応しました。

7 記帳 連合会業務
商工会一括印刷方法マス
ター

・商工会コンボボックスより商工会統合中（統合元または統合先）の商工会が選択され、表示ボタンがクリックされた時に
 エラーとなるように対応しました。

8 記帳 連合会業務 一括印刷依頼一覧
・商工会コンボボックスより商工会統合中（統合元または統合先）の商工会が選択され、表示ボタンがクリックされた時に
 エラーとなるように対応しました。

9 記帳 連合会業務 一括印刷依頼一覧 一括印刷モジュール
・連合会一括印刷処理のマルチスレッド化の対応をしました。
・連合会一括印刷時に使用するシーオーリポーツを「ActiveX版」から「.NET版」に変更しました。

10 記帳 連合会業務 一括印刷状況確認
・商工会コンボボックスより商工会統合中（統合元または統合先）の商工会が選択され、表示ボタンがクリックされた時に
 エラーとなるように対応しました。

11 記帳 連合会業務 リカバリー印刷可能一覧
・商工会コンボボックスより商工会統合中（統合元または統合先）の商工会が選択され、表示ボタンがクリックされた時に
 エラーとな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

12 記帳 連合会業務 リカバリー印刷可能一覧 Internet Explorer上でシーオーリポーツのビューアを使用しないように対応しました。

13 記帳 連合会業務 処理状況照会
・商工会コンボボックスより商工会統合中（統合元または統合先）の商工会が選択され、表示ボタンがクリックされた時に
 エラーとなるように対応しました。

14 記帳 商工会業務
ネットde記帳・会計コン
バート

エラーがあった際にロールバックして処理を再実行できるように対応しました。

15 記帳 商工会業務
ネットde記帳・個別会計
コンバート

エラーがあった際にロールバックして処理を再実行できるように対応しました。

16 記帳 商工会業務 コンバート エラーがあった際にロールバックして処理を再実行できるように対応しました。

17 記帳 日常業務 仕訳帳 印刷条件設定ダイアログの「カラーモード」で「モノクロ」を選択しても付箋がカラーで印刷されていた点を修正しました。

18 記帳 日常業務 仕訳帳
摘要欄に一度もフォーカスを当てずに摘要コード欄でウィンドウからダブルクリックして固定摘要を追加した場合、正しい位
置に固定摘要が追加されなかった点を修正しました。

19 記帳 日常業務 仕訳帳 仕訳インポート
「仕訳入力情報」で「証票NO入力」の「入力する」にチェックが付けられていて、インポートCSVの証票NO項目に値がセッ
トされていない場合、インポート処理でエラーとなっていた点を修正しました。

20 記帳 日常業務 出納帳（現金・預金）
摘要欄に一度もフォーカスを当てずに摘要コード欄でウィンドウからダブルクリックして固定摘要を追加した場合、正しい位
置に固定摘要が追加されなかった点を修正しました。

21 記帳 日常業務 売掛帳
摘要欄に一度もフォーカスを当てずに摘要コード欄でウィンドウからダブルクリックして固定摘要を追加した場合、正しい位
置に固定摘要が追加されなかった点を修正しました。

22 記帳 日常業務 買掛帳
摘要欄に一度もフォーカスを当てずに摘要コード欄でウィンドウからダブルクリックして固定摘要を追加した場合、正しい位
置に固定摘要が追加されなかった点を修正しました。

23 記帳 日常業務 振替伝票 修正モードで「貸借差額金額」ボタンをクリックした時、正しい差額金額が表示されないことがあった点を修正しました。

24 記帳 日常業務 入金伝票
摘要欄に一度もフォーカスを当てずに摘要コード欄でウィンドウからダブルクリックして固定摘要を追加した場合、正しい位
置に固定摘要が追加されなかった点を修正しました。

25 記帳 日常業務 出金伝票
摘要欄に一度もフォーカスを当てずに摘要コード欄でウィンドウからダブルクリックして固定摘要を追加した場合、正しい位
置に固定摘要が追加されなかった点を修正しました。

26 記帳 日常業務 ドリルダウン元帳 ドリルダウン元帳の「カラーモード」の設定を編集不可で「モノクロ」固定としました。

27 記帳 日常業務 ドリルダウン元帳 ドリルダウン元帳の印刷で「とじしろ」を用紙の左側に設定するように対応しました。

28 記帳 日常業務 日計表 月度の選択時に「決算月１」「決算月２」「決算月３」を個別に指定できるようにしました。



項番 システム タブメニュー 修正画面 修正機能 修正内容

29 記帳 日常業務 日別残 月度の選択時に「決算月１」「決算月２」「決算月３」を個別に指定できるようにしました。

30 記帳 日常業務 科目別集計表 月度の選択時に「決算月１」「決算月２」「決算月３」を個別に指定できるようにしました。

31 記帳 日常業務 財務報告書 月度の選択時に「決算月１」「決算月２」「決算月３」を個別に指定できるようにしました。

32 記帳 日常業務 推移財務報告書
「推移（フォーム）」の印刷時、「出力条件設定」で「日時」「ページ」を選択しても日時およびページが印刷されなかった
点を修正しました。

33 記帳 日常業務 残高一覧表 月度の選択時に「決算月１」「決算月２」「決算月３」を個別に指定できるようにしました。

34 記帳 日常業務 工事別集計表 月度の選択時に「決算月１」「決算月２」「決算月３」を個別に指定できるようにしました。

35 記帳 日常業務 工事管理表 月度の選択時に「決算月１」「決算月２」「決算月３」を個別に指定できるようにしました。

36 記帳 日常業務 工事台帳 月度の選択時に「決算月１」「決算月２」「決算月３」を個別に指定できるようにしました。

37 記帳 日常業務 工事元帳
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。

38 記帳 日常業務 工事元帳 月度の選択時に「決算月１」「決算月２」「決算月３」を個別に指定できるようにしました。

39 記帳 日常業務 資金繰実績表 印刷条件設定ダイアログでで指定した銀行範囲以外の銀行も出力されることがあった点を修正しました。

40 記帳 日常業務 資金繰実績表 印刷時、3ページ目以降が縦向きのレイアウトで印刷されていた点を修正しました。

41 記帳 日常業務 資金繰実績・予定表 月度の選択時に「決算月１」「決算月２」「決算月３」を個別に指定できるようにしました。

42 記帳 日常業務 資金繰推移表 「科目出力順序」で「装飾区分」「強制出力」を設定しても反映しなかった点を修正しました。

43 記帳 日常業務 資金日計表 月度の選択時に「決算月１」「決算月２」「決算月３」を個別に指定できるようにしました。

44 記帳 日常業務 消費税精算表 月度の選択時に「決算月１」「決算月２」「決算月３」を個別に指定できるようにしました。

45 記帳 日常業務 仮受・仮払消費税元帳 月度の選択時に「決算月１」「決算月２」「決算月３」を個別に指定できるようにしました。

46 記帳 マスター関係登録 事業者基本情報 決算更新直後のデータに対して会計単位の追加をしようとした場合、会計単位が追加できないことがあった点を修正しまし
た。

47 記帳 マスター関係登録 印刷情報登録 印刷条件設定ダイアログの「商工会名」にチェックをつけても、商工会名が印刷されなかった点を修正しました。

48 記帳 マスター関係登録 科目別補助名称
個人事業者または法人で仕訳入力開始月が期首からの事業者で、残高が登録済みの科目別補助を削除しようとした時、「残高
が登録済みです。削除してよろしいですか?」のメッセージを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

49 記帳 マスター関係登録 工事予算登録 印刷条件設定ダイアログで工事の範囲指定で諸口を選択できないように対応しました。

50 記帳 決算業務 減価償却費仕訳連動
「仕訳入力情報」で「証票NO入力」の「入力する」にチェックが付けられている場合、仕訳連動処理でエラーとなっていた
点を修正しました。

51 記帳 決算業務 消費税基本情報 「国税庁法人番号公表サイト」のリンク先を変更しました。

52 記帳 日常業務 振替伝票
摘要欄に一度もフォーカスを当てずに摘要コード欄でウィンドウからダブルクリックして固定摘要を追加した場合、正しい位
置に固定摘要が追加されなかった点を修正しました。

53 記帳・決算専用 決算業務
分析グラフ
経営分析レーダーチャー

全国平均指標 分析グラフ・経営分析レーダーチャートにおいて使用している全国指標を平成30年度版（平成28年度決算データ）に更新し
ました。

ver 2.00.1201

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 記帳 連合会業務 一括印刷依頼一覧 一括印刷モジュール

・一括印刷のログがサーバーに転送されないことがあった点を修正しました。
・一括印刷実行モジュールが一括印刷実行指示を読み取れず、一括印刷が実行されないことがあった点を修正しました。
・印刷スレッドのログに、シングルスレッド版のときと同等の処理時間を出力するように対応しました。
・一括印刷のログを串刺しにするための印刷リクエストIDをログに追加しました。
・青色申告決算書の数字が枠からはみ出して印刷されることがあった点を修正しました。

2 記帳 マスター関係登録 科目残高 金額の更新後にTABキーを使用してカーソルを移動した場合、金額の更新が行われないことがあった点を修正しました。

3 記帳 データ関係 マスター再計算
定型仕訳の消費税コードが「空」で登録されている状態で、会計処理区分を「免税」から「税抜」または「税込」に変更して
マスター再計算を行った場合、消費税コードを「空」のままにするように対応しました。

4 記帳 日常業務 ドリルダウン元帳 ドリルダウン元帳の印刷時に常に会計単位が「全体」（法人の場合は部門が「総合計」）で印刷されていた点を修正しまし
た。

5 記帳 日常業務 仕訳帳 仕訳帳に表示される科目残高は会計単位（部門）の絞り込みを行わないように対応しました。

6 年調 年末調整 社員・申告書データ入力
「配偶者控除等」タブの「あなたの合計所得金額（見積額）」および「配偶者の合計所得金額（見積額）」の給与所得(1)の
「所得金額」を「収入金額等」から計算して表示するよう対応しました。
※『Web年調』適用済。

7 年調 年末調整 社員・申告書データ入力

「配偶者控除等」タブの「あなたの合計所得金額（見積額）」および「配偶者の合計所得金額（見積額）」の給与所得(1)の
「所得金額」に本来の計算結果と異なる値が登録されている社員が存在する場合、処理の起動時に以下のメッセージを表示す
るように対応しました。
「給与の所得金額の再計算が必要な社員がいます。
 ［配偶者控除等］タブで給与の所得金額を確認し、更新してください。」
※『Web年調』適用済。



項番 システム タブメニュー 修正画面 修正機能 修正内容

8 年調 年末調整 社員・申告書データ入力

「配偶者控除等」タブの「あなたの合計所得金額（見積額）」および「配偶者の合計所得金額（見積額）」の給与所得(1)の
「所得金額」に本来の計算結果と異なる値が登録されている社員は、「配偶者控除等」タブの画面右上に以下のメッセージを
表示するように対応しました。
「給与の所得金額を確認し、更新してください。」
※『Web年調』適用済。

ver 2.00.1202

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 ログイン・メニュー メニュー
基幹認証でスーパーユーザーのログインを行った場合、事業者選択を解除しても、排他制御が必要な処理を行えなかった点を
修正しました。

2 記帳・決算専用 決算業務 個人決算書 固定資産データ連動 複数の業種を採用しているH29年以降の個人事業者データでVer.2.00.0900適用以降に連動処理を行った場合、必要経費算入
額が連動されないことがあった点を修正しました。

3 記帳 日常業務 仕訳帳
摘要欄に一度もフォーカスを当てずに摘要コード欄で固定摘要コード＋TABキーを入力して固定摘要を追加した場合、正しい
位置に固定摘要が追加されなかった点を修正しました。

4 記帳 日常業務 出納帳（現金・預金）
摘要欄に一度もフォーカスを当てずに摘要コード欄で固定摘要コード＋TABキーを入力して固定摘要を追加した場合、正しい
位置に固定摘要が追加されなかった点を修正しました。

5 記帳 日常業務 売掛帳
摘要欄に一度もフォーカスを当てずに摘要コード欄で固定摘要コード＋TABキーを入力して固定摘要を追加した場合、正しい
位置に固定摘要が追加されなかった点を修正しました。

6 記帳 日常業務 買掛帳
摘要欄に一度もフォーカスを当てずに摘要コード欄で固定摘要コード＋TABキーを入力して固定摘要を追加した場合、正しい
位置に固定摘要が追加されなかった点を修正しました。

7 記帳 日常業務 振替伝票
摘要欄に一度もフォーカスを当てずに摘要コード欄で固定摘要コード＋TABキーを入力して固定摘要を追加した場合、正しい
位置に固定摘要が追加されなかった点を修正しました。

8 記帳 日常業務 入金伝票
摘要欄に一度もフォーカスを当てずに摘要コード欄で固定摘要コード＋TABキーを入力して固定摘要を追加した場合、正しい
位置に固定摘要が追加されなかった点を修正しました。

9 記帳 日常業務 出金伝票
摘要欄に一度もフォーカスを当てずに摘要コード欄で固定摘要コード＋TABキーを入力して固定摘要を追加した場合、正しい
位置に固定摘要が追加されなかった点を修正しました。


