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目次   

１．F2-1【新規機能】5期比較表グラフ 
  ⇒貸借対照表、損益計算書の５期比較表グラフを新規作成します。 
 
２．F2-2 月次残高推移表 月別の構成比／対売上を出力 
  ⇒月別の構成比（貸借対照表）、及び対売上（損益計算書）を出力します。 
   上記修正に伴い、CSVレイアウトも修正します。 
 
３．F2-1 比較変動損益計算書 科目の配置変更、円単位出力の対応 
  ⇒①科目の配置を左端へ変更する対応と、②円単位出力が選択できるようにする対応を行います。 
   上記修正に伴い、CSVレイアウトも修正します。 
 
４．元帳系画面 借方／貸方金額の期間計追加、絞り込み時の合計表示 
  ⇒借方／貸方金額の期間計を表示する項目を画面下部に追加します。 
   絞込み機能を使用している場合は、絞込み表示されている金額のみで期間計を集計します。 
 
５．F2-2 総合推移表 前期／当期の表示位置変更 
  ⇒前期／当期という順だった表示位置を、当期／前期に変更します。 
   上記修正に伴い、CSVレイアウトも修正します。 
 
６．F3-3 消費税集計表（画面） 1画面に表示する項目数を増やす 
  ⇒1画面に表示する項目を3項目増やします。 
   また、発生金額がない税区分は表示しないように変更します。 
 
７．入力系画面 裏ファンクションとなっている「F11：印刷」ボタンを前面に配置替え 
  ⇒「Shift＋F11：印刷」ボタンを前面に配置替えし、「F11」のみで使用できるようにいたします。 
   上記修正に伴い、一部の画面で「F11：付箋」ボタンが「F10：付箋」に変更されます。 
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１－１．【新規機能】5期比較表グラフ① 

 
【 F7-1】 「試算表マスタ登録」の「要約試算表」の欄にチェックしてある項目のみ 
５期比較表グラフで出力されます。 

基本設定 

グラフを出力する項目に
チェックしてください。 
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１－１．【新規機能】5期比較表グラフ② 

※画面はイメージのため、 
 実際のものと異なる場合があります。 

 
貸借対照表、損益計算書の５期比較表グラフを新規作成します。 
【対応画面】F2-1 ５期比較表グラフ 

内容 

金額は千円単位固定です。 
貸借対照表と損益計算書を固定で
表示します。 

CSV出力には対応していません。 
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１－２．【新規機能】5期比較表グラフ③ 

※画面はイメージのため、 
 実際のものと異なる場合があります。 

以下の画像は、5期比較表グラフの出力結果サンプルです。 左上：貸借対照表 右下：損益計算書 
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２－１．月次残高推移表 月別の構成比／対売上を出力① 

※画面はイメージのため、 
 実際のものと異なる場合があります。 

 
月別の構成比（貸借対照表）、及び対売上（損益計算書）を出力します。 
上記修正に伴い、CSVレイアウトも修正します。※旧フォーマットでは出力できなくなります。 
【対応画面】F2-2 月次残高推移表 

内容 

月別金額の右横に 
新しく項目を追加します。 
 
貸借対照表の場合：構成比 
損益計算書の場合：対売上 
 
金額：最大１４桁 
        (符号・カンマ込み) 
構成比(対売上)：最大６桁 
        (符号・小数点込み) 
が出力可能です。 
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２－２．月次残高推移表 月別の構成比／対売上を出力② 
修正後のレイアウトは下記のように変更されます。 赤字＝追加で出力されるようになった項目 
列 項目名称 備考 
A 部門 
B コード ※1 
C 勘定科目 
D 期首残高 金額 
E 期首残高 構成比(対売上) ※2 
F 01月 金額 
G 01月 構成比(対売上) ※2 
H 02月 金額 
I 02月 構成比(対売上) ※2 
J 03月 金額 
K 03月 構成比(対売上) ※2 
L 04月 金額 
M 04月 構成比(対売上) ※2 
N 05月 金額 
O 05月 構成比(対売上) ※2 
P 06月 金額 
Q 06月 構成比(対売上) ※2 

列 項目名称 備考 
R 07月 金額 
S 07月 構成比(対売上) ※2 
T 08月 金額 
U 08月 構成比(対売上) ※2 
V 09月 金額 
W 09月 構成比(対売上) ※2 
X 10月 金額 
Y 10月 構成比(対売上) ※2 
Z 11月 金額 
AA 11月 構成比(対売上) ※2 
AB 12月 金額 
AC 12月 構成比(対売上) ※2 

※1：印刷条件画面で「コードを出力する」にチェック 
        を入れた場合のみ出力します。チェック無しの 
        場合、以降の項目が1列前にずれます。 
※2：貸借対照表→構成比 
        損益計算書→対売上 
        ・・・試算表マスタの売上フォルダに集計されて 
                 いる科目の金額合計を100として計算 
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３－１．比較変動損益計算書 科目の配置変更、円単位出力の対応① 

※画面はイメージのため、 
 実際のものと異なる場合があります。 

 
①科目の配置を左端へ変更する対応と、②円単位出力が選択できるようにする対応を行います。 
上記修正に伴い、CSVレイアウトも修正します。※旧フォーマットでは出力できなくなります。 
【対応画面】F2-1 比較変動損益計算書 

内容 

①科目の位置を 
 一番左端に変更します。 
 上の画像：修正前 
 下の画像：修正後 
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３－２．比較変動損益計算書 科目の配置変更、円単位出力の対応② 

※画面はイメージのため、 
 実際のものと異なる場合があります。 

②円単位でも出力できるように 
 選択肢を追加します。 



－9－ 

３－３．比較変動損益計算書 科目の配置変更、円単位出力の対応③ 
修正後のレイアウトは下記のように変更されます。 赤字＝位置が変更になった項目 
列 項目名称 備考 
A 部門 
B 項目 修正前はJ列 
C 当月実績 (A) ※1※2 
D 金額 ※2 
E 構成比 ※2 

F 前期同月実績 (B) ※1※2 

G 金額 ※2 

H 構成比 ※2 

I (A)-(B) 増減額 ※2 

J A/B 増減比 ※2 

K 当期累計実績 (C) ※1 

L 金額 

M 構成比 

N 前期累計実績 (D) ※1 

列 項目名称 備考 
O 金額 
P 構成比 
Q (C)-(D) 増減額 
R C/D 増減比 
S 前年決算額(E) ※1 
T 金額 
U 構成比 
V (C)-(E) 達成額 
W C/E 達成率 

※1：タイトル列であり、データは出力されません。 
※2：「項目」の位置が変更されたことに伴い、 
   修正前よりも1列後ろにずれます。 
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４－１．元帳系画面 借方／貸方金額の期間計追加、絞り込み時の合計表示① 

※画面はイメージのため、 
 実際のものと異なる場合があります。 

 
借方／貸方金額の期間計を表示する項目を画面下部に追加します。 
絞込み機能を使用している場合は、絞込み表示されている金額のみで期間計を集計します。 
【対応画面】総勘定元帳(画面)、出納帳入力、現金出納帳入力、預金出納帳入力 

内容 

借方／貸方金額の期間計を 
追加します。 
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４－２．元帳系画面 借方／貸方金額の期間計追加、絞り込み時の合計表示② 

※画面はイメージのため、 
 実際のものと異なる場合があります。 

絞り込み時には、その項目での
合計を表示します。 
（例：特定の補助科目の期間
計） 
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５－１．総合推移表 前期／当期の表示位置変更① 

※画面はイメージのため、 
 実際のものと異なる場合があります。 

 
前期／当期という順だった表示位置を、当期/前期に変更します。 
上記修正に伴い、CSVレイアウトも修正します。※旧フォーマットでは出力できなくなります。 
【対応画面】F2-2 総合推移表 

内容 

「左：前期」「右：当期」になる
ように表示位置を入れ替えます。 
上の画像：修正前 
下の画像：修正後 
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５－２．総合推移表 前期／当期の表示位置変更② 
修正後のレイアウトは下記のように変更されます。 赤字＝位置が変更になった項目 
列 項目名称 備考 
A 部門 
B 科目コード 
C 勘定科目 
D 前期 ※1 

修正前：G列 
E 金額 修正前：H列 

F 構成比(対売上) ※2 
修正前：I列 

G 当期 ※1 
修正前：D列 

H 金額 修正前：E列 

I 構成比(対売上) ※2 
修正前：F列 

J 増減額 

K 前年比 

列 項目名称 備考 
L 01月 
M 02月 
N 03月 
O 04月 
P 05月 
Q 06月 
R 07月 
S 08月 
T 09月 
U 10月 
V 11月 
W 12月 

※1：タイトル列であり、データは出力されません。 
※2：貸借対照表→構成比 
        損益計算書→対売上 
       ・・・試算表マスタの売上フォルダに集計されて 
                 いる科目の金額合計を100として計算 
        製造原価報告書→構成比 
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６－１．消費税集計表（画面） 1画面に表示する項目数を増やす 

※画面はイメージのため、 
 実際のものと異なる場合があります。 

 
1画面に表示する項目を3項目増やします。 
また、発生金額がない税区分は表示しないように変更します。 
【対応画面】F3-3 消費税集計表（画面） ※本則課税と簡易課税の両方を変更します。 

内容 

発生金額がない税区分は 
表示しないようにします。 

1画面に表示する項目を3項目増やすために
下記修正を行いました。 
・文字サイズを小さくしました。 
・画面サイズ（横）を大きくしました。 
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７－１．入力系画面 裏ファンクション「F11：印刷」を前面に配置替え 

※画面はイメージのため、 
 実際のものと異なる場合があります。 

 
「Shift＋F11：印刷」ボタンを前面に配置替えし、「F11」のみで使用できるようにいたします。 
上記修正に伴い、一部の画面で「F11：付箋」ボタンが「F10：付箋」に変更されます。 
【対応画面】入力系画面全て(例.仕訳伝票入力) 

内容 

←前面ファンクション 

←裏ファンクション 

裏ファンクションとなっている「F11：
印刷」ボタンを前面ファンクションに
配置替えします。 
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