
ネットde記帳／Web年調 リリースノート

ver 2.01.1000

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 （一括印刷クライアン

ト）

・一括印刷実行端末に複数ユーザーがサインインしたときに、端末再起動を促すメッセージを表示するように対応しまし

た。

2 共通 全国連業務 連合会情報登録 ・連合会登録画面に事業者コードの変更可否を制御するためのチェックボックス「事業者コード変更」を新規に追加しまし

た。

・チェックボックスの初期値は「オン」とし、商工会業務から事業者コードの変更を可能にしました。

・チェックボックスを「オフ」にすることで商工会業務から事業者コードの変更を不可にしました。

3 共通 連合会業務 連合会情報登録 ・連合会登録画面に事業者コードの変更可否を制御するためのチェックボックス「事業者コード変更」を新規に追加しまし

た。

・チェックボックスの初期値は「オン」とし、商工会業務から事業者コードの変更を可能にしました。

・チェックボックスを「オフ」にすることで商工会業務から事業者コードの変更を不可にしました。

4 記帳 連合会業務 事業者情報登録 ・事業者コードを変更した時に、変更後の事業者コードで伝票入力実績（過年度データ含む）を手動連動できるよう、

　データ連動の送信実績を未送信（クリア）にする対応を行いました。

5 決算専用 連合会業務 ネットde記帳・決算専用

コンバート

・コンバート処理を行った時に、会計単位情報を正しく表示するようプログラム修正しました。

6 記帳 連合会業務 一括印刷依頼一覧 ・連合会一括印刷実行時にネットワーク障害が発生した場合、3分でタイムアウトを発生させ、処理が停止しないように対応

しました。

・2回のリトライを実行するよう対応しました。

7 記帳 連合会業務 一括印刷依頼一覧 ・一括印刷時にプリンター情報が未設定の依頼があった場合、次のメッセージを表示するよう対応しました。

「プリンター設定がされていません。プリンター設定を行ってください。

　依頼番号：xxxx  依頼種別：xxxx」

複数依頼が選択されている場合は、選択している依頼内で商工会コード、事業者コード、依頼番号の順番（印刷順）で出力

します。

8 記帳 連合会業務 一括印刷依頼一覧 ・機能改良として、「対象年度」の列を追加する対応を行いました。

9 記帳 連合会業務 一括印刷状況確認 ・機能改良として、「対象年度」の列を追加する対応を行いました。

10 共通 商工会業務 事業者情報登録 ・連合会登録画面に設定された「事業者コード変更」を確認し、変更可能の時は事業者コードの「コード変更」ボタンを

　表示し、変更不可の場合は事業者コードの「コード変更」ボタンを非表示にしました。

11 記帳 商工会業務 事業者情報登録 ・事業者コードを変更した時に、変更後の事業者コードで伝票入力実績（過年度データ含む）を手動連動できるよう、

　データ連動の送信実績を未送信（クリア）にする対応を行いました。

12 記帳 商工会業務 ネットde記帳・会計コン

バート

・コンバート処理を行った際、会計単位情報を正しく表示するよう修正しました。

13 記帳 商工会業務 ネットde記帳・個別会計

コンバート

・コンバート処理を行った際、会計単位情報を正しく表示するよう修正しました。



項番 システム タブメニュー 修正画面 修正機能 修正内容

14 記帳 商工会業務 会計データCSV出力 ・『仕訳明細データ』の「初回入力日時」、「入力／修正日時」を「年月日時分秒」で出力するよう対応しました。

・『仕訳削除履歴』の「削除日時」を「年月日時分秒」で出力するよう対応しました。

15 記帳 日常業務 仕訳帳 出力条件設定ダイアロ

グ

・条件入力ダイアログ出力順に「伝票NO」、「更新日時」を追加しました。

・各出力順のソート順を設定できるように対応しました。

16 記帳 日常業務 仕訳帳 出力条件設定ダイアロ

グ

・複数の科目を指定できるように対応しました。

・科目の指定が1科目の場合、その科目が採用している科目別補助、共通補助、工事を指定できるように対応しました。

17 記帳 日常業務 仕訳帳 出力条件設定ダイアロ

グ

・ダイアログを表示した際、月度範囲の開始、終了に選択月を初期表示するように対応しました。

18 記帳 日常業務 仕訳帳 出力条件設定ダイアロ

グ

・固定摘要を6件以上指定できるように対応しました。

・固定摘要の条件指定で「指定した固定摘要のいずれかを含む」「指定した固定摘要をすべて含む」のいずれかを選択でき

るように対応しました。

19 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会計単位（部門）項目に削除済みの会計単位が設定されていた場合、

　取引設定ダイアログには、主たる事業（全社）を表示するように対応しました。

・履歴の表示内容から会計単位（部門）項目を削除するよう対応しました。

・履歴の表示時、会計単位（部門）の登録内容にかかわらずすべての履歴を表示するように対応しました。

20 記帳 日常業務 出納帳（現金・預金） 出力条件設定ダイアロ

グ

・仕訳帳と同等の条件指定を行うことができるように対応しました。

・科目を指定した場合、相手科目を対象とするように対応しました。

・「月次毎に改ページ出力」の設定を印刷ダイアログに移動しました。

21 記帳 日常業務 売掛帳 出力条件設定ダイアロ

グ

・仕訳帳と同等の条件指定を行うことができるように対応しました。

・科目を指定した場合、相手科目を対象とするように対応しました。

・「月次毎に改ページ出力」の設定を印刷ダイアログに移動しました。

22 記帳 日常業務 買掛帳 出力条件設定ダイアロ

グ

・仕訳帳と同等の条件指定を行うことができるように対応しました。

・科目を指定した場合、相手科目を対象とするように対応しました。

・「月次毎に改ページ出力」の設定を印刷ダイアログに移動しました。

23 記帳 日常業務 財務報告書 ・集計速度が遅い場合に使用されていたデータベースのインデックスを削除する対応を行いました。

24 記帳 日常業務 残高一覧表 摘要残高一覧表 ・種別に「摘要」、出力条件設定画面で科目を設定して出力した場合に、エラーが発生しないよう対応を行いました。

25 記帳 日常業務 月次・決算確定 ・取扱区分が記帳代行または自計化の場合に、事業者確定、商工会確定の両方を更新するように対応しました。

26 記帳 マスター関係登録 事業者基本情報 科目別消費税 ・科目および科目別補助の「消費税科目区分」を変更しても、その科目を使用した仕訳が存在しない場合は「仕訳データ

（定型仕訳）が入力済です。変更してもよろしいですか？変更後は、マスター再計算処理を行ってください。」のメッセー

ジを表示しない対応を行いました。

27 記帳 マスター関係登録 科目名称 科目別消費税 ・科目および科目別補助の「消費税科目区分」を変更しても、その科目を使用した仕訳が存在しない場合は「仕訳データ

（定型仕訳）が入力済です。変更してもよろしいですか？変更後は、マスター再計算処理を行ってください。」のメッセー

ジを表示しない対応を行いました。



項番 システム タブメニュー 修正画面 修正機能 修正内容

28 記帳 マスター関係登録 部門名称 部門マスターと部門表示位置情報の整合性が取れていない場合でも、部門名称を部門一覧に表示するよう対応しました。

29 記帳・決算専用 決算業務 消費税申告書 消費税計算情報 消費税改正対応として、10%の消費税申告書に対応しました。

・会計期間（至）が2019/10/1以降で会計期間（自）が2023/9/30以前の場合、「売上税額特例（50%割合）採用区分」の

項目を画面に追加しました。

30 記帳・決算専用 決算業務 消費税申告書 過去情報設定 消費税改正対応として、10%の消費税申告書に対応しました。

・売上税額の計算の特例を使用する場合、基準期間の課税売上高に5000万円超の金額が入力できないように対応しました。

31 記帳・決算専用 決算業務 消費税申告書 申告書選択 消費税改正対応として、10%の消費税申告書に対応しました。

・課税期間に適合した申告書の様式かどうかをチェックするように対応しました。

・課税期間（至）が令和1年10月1日以降で計算表を作成する場合、税率5%の金額が発生していないかをチェックするよう

に対応しました。

32 記帳・決算専用 決算業務 消費税申告書 申告書・付表 消費税改正対応として、10%の消費税申告書に対応しました。

・課税期間（至）が令和1年10月1日以降の「確定申告」の場合、画面および印刷を10%新様式（法人用様式、個人用様式）

に対応しました。

・会計期間（自）が平成28年1月1日以降の「中間申告」の場合、画面および印刷を令和様式に対応しました。

33 記帳・決算専用 決算業務 個人決算書 不動産所得の収入の内

訳

「賃借人の住所・氏名」「本年中の賃借料（月額）」「本年中の賃借料（年額）」を入力した際にサーバーへダミー通信を

行い、入力途中でタイムアウトしないように対応しました。

34 記帳・決算専用 決算業務 データ作成・送信 消費税改正対応として、10%の消費税申告書に対応しました。

・課税期間（至）が令和1年10月1日以降の「確定申告」の場合、10%新様式の電子申告に対応しました。

・会計期間（自）が平成28年1月1日以降の「中間申告」の場合、令和様式の電子申告に対応しました。

35 記帳・決算専用 データ関係 決算更新 消費税改正対応として、10%の消費税申告書に対応しました。

・翌年の会計期間（自）が2023/09/30以前の場合、「売上税額特例（50%割合）採用区分」を翌年に移送するように対応

しました。

36 記帳 決算業務 消費税申告書 基礎金額登録 ［基礎金額登録］の「棚卸高の調整」または「特定課税仕入」に金額が入力されている場合、仕訳データの連動時にメッ

セージを表示し、入力金額を残すかクリアするか選択できるように修正しました。

37 記帳 データ関係 決算専用データインポー

ト

・決算専用環境から記帳環境に「データ関係」>「決算専用データインポート」を行った際、「マスター関係登録」>「事業

者基本情報」のその他の事業がずれて表示されないように修正しました。

38 記帳 データ関係 決算専用データインポー ・コンバート処理を行った時に、会計単位情報を正しく作成するようプログラム修正しました。

39 記帳 ・AdobeAIR版ネットde記帳の分析グラフの表示において、接続先URLが「http://～」の場合に「グラフ取得に失敗しまし

た」というエラーが発生していた点をエラーになら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

40 記帳 日常業務 仕訳帳 出力条件設定ダイアロ

グ

・「その他条件」タブに「消費税率」を追加しました。

41 記帳 日常業務 出納帳（現金・預金） 出力条件設定ダイアロ ・「その他条件」タブに「消費税率」を追加しました。

ver 2.01.1001

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 ネットde記帳 接続先URL設定

・テスト接続時にサーバーから環境名を取得するよう対応しました。

・接続履歴を表示する際に、上記環境名を一緒に表示するよう対応しました。

2 ネットde記帳 接続先URL設定

・cmdファイルではなく、batファイルを利用するよう対応しました。

3 ネットde記帳
接続先URL設定

バージョンアップ

・アプリケーションに内包されたexeを含まないインストーラーを新規に作成しました。


