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System-V 財務消費税率８%改正ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾈｯﾄ更新について～第1弾～

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお取引を賜り誠にあり

がとうございます。

財務消費税率８%改正プログラムの第１弾が完成しましたのでお知らせ致します。つきましては

同封の資料を参照の上、更新作業を行っていただきますようお願い申し上げます。

また、消費税率８%対応以外にもプログラムの機能改善・変更を行っております。P.12～を必

ずご一読下さい。

・ マークを内税扱いに変更 ・訂正時の税率セット方法を変更 など

※今回更新になっていない帳票プログラムは消費税率8%対応になっておりません。

以下のプログラムにおいて消費税率8%の仕訳があるデータでの税抜処理につきましては、

次回第２弾更新まで行わないようお願い申し上げます。

[30]合計残高試算表 [31]営業成績報告書 [32]青色営業成績報告書 [33]当期原価報告書 [58]部門
別営業成績推移表 [59]部門別当期原価推移表 [60]部門別営業成績報告書 [61]当期原価報告書

今後とも倍旧のお引き立ての程、宜しくお願い申し上げます。

敬具

送付資料目次

※ご注文または財務プログラム保守契約にもとづき、以下の内容を同封しております。

送付ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

プログラムの送付はございません。ネット更新をお願い致します。

取扱説明書

http://www.ss.tatemura.com/ より確認できます。

案内資料

・ System-Ｖ ネット更新作業手順及びバージョンNO.一覧 ・・・・・ １～４

・ CSV搬出用テンプレート インストール方法 ・・・・・・・・・・・５～８

・ マルチウィンドウ端末 インストール方法 ・・・・・・・・・・・８～11

・ 財務プログラム 更新内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12～17

送付内容のお問い合わせ先

送付内容に関するお問い合わせにつきましては、サービス課までご連絡下さいますよう

お願い致します。 尚、保守にご加入のお客様はフリーダイヤルをご利用下さい。

ＴＥＬ ０４２－５５３－５３１１(AM10:00～12:00 PM1:00～3:30)

ＦＡＸ ０４２－５５３－９９０１

以上
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14.03System-V ネット更新作業手順

【プログラム等のネット更新をご希望のお客様へ】

弊社システムに更新があった場合、マルチウィンドウ端末起動時に以下のメッセージを

表示します。

同時に、あらかじめご登録いただいているメールアドレスに更新のお知らせを送信致します。

上記メッセージを表示した場合、System-Vのプログラム更新(サーバー側)がございますので

以下の作業手順に従って更新作業を行って下さい。

サーバーの更新方法

① 初期メニューより F10 データ変換を選択

します。 を呼び出します。[1000] ＵＰ(更新)

1000 Ｅｎｔｅｒ を押します。

② 左下図の画面を表示します

Ｅｎｔｅｒ を押します。

(rootは入力しません)

ｒｏｏｔ は消さないように注意して下さい。

※パスワードを消した場合エラーを表示します。

③ 左図の画面を表示します。

『４』インターネット自動更新を選択します｡

４ Enter と押します。

○○
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④ 左図の画面を表示します。

『インターネットで更新できるか調べてい

ます』のメッセージを表示します。

チェック終了後にインストールが始まり

ますので終了までそのままお待ち下さい。

転送作業は全システムを見比べ、差分を

インストールしております。

ンターネットの環境にもよりますが、イ

10～20分』かかります。『

⑤ 転送作業が終了すると、更新したファイル

数を表示します。

⑥ F5 キーを押して更新画面を終了します。

⑦ 左図の画面を表示しますので、再起動して

下さい。

。他の端末が起動していないことを確認します

※ここに転送作業中の端末名のみ表示していること

を確認します。他の端末名を表示している場合は

その端末を終了して下さい。

の場合単体

中止(Ｆ５)を何回か押してｼｽﾃﾑを終了し

Windows画面､もしくはポータル画面まで

戻ります。戻った後、3分ほど待ち、再度

ｼｽﾃﾑを起動して下さい。

の場合ﾈｯﾄﾜｰｸ

実行(Ｆ３)を押し、しばらくお待ち下さい。

左図の画面を表示した後、しばらくすると

自動的にﾏﾙﾁｳｨﾝﾄﾞｳ端末が終了、その後

親機の電源も自動的に切れて再起動します。

(※親機の電源が切れたあと5分ほど待っても

再起動しない場合は、電源ﾎﾞﾀﾝを押して

起動させて下さい。)

○○○

2
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転送作業後のバージョン確認

（ ） （ ） （ ） 。下記のプログラムはＦ６ 登録＆入力 ･ Ｆ７ 帳表出力 ・Ｆ１７ 特殊管理登録 に表示します

PG番号 プログラム名 VER 備 考

２ 科目登録 Ｖ-５.００ NGP画面になりました。

４ 自動摘要登録 Ｖ-５.００ 登録文字数を全角11文字(半角22文字)に

増やしました。

１１ 仕訳入力 Ｖ-４.６９ 消費税率８%に対応しました。

リストに消費税率を印刷できるよう機能

更新しました。

９１ 仕訳データ補正 Ｖ-５.００

９９ ユーザリスト Ｖ-５.００ 平成26年4月1日以降を含む会計年度ﾃﾞｰﾀ

は"26"と表示するよう機能更新しました

７０３ 消費税率変換(2014年版) Ｖ-２.００ 平成26年3月31日以前ﾃﾞｰﾀを5%､平成26年

4月1日以降ﾃﾞｰﾀを8%に変換するﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

です。

４１ 消費税仕入控除額計算書・控除 Ｖ-５.００ 消費税率８%に対応しました。

仕入控除額計算書・売上消費税計算・仕入控除額ｼﾐｭﾚｰ額シミュレーション

※95%課税仕入対応ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ購入のお客様のみ ｼｮﾝの３つの機能が入ったプログラムです。

PG番号 プログラム名 Ｖ-VER LX-VER 備 考

３７ 消費税精算表 Ｖ-５.００ Ｖ-４.００ ・消費税率８%に対応しました。

・を内税処理するよう機能追加しまし

３８ 消費税自動精算 Ｖ-５.００ Ｖ-４.００ た｡

・消費税率８%に対応しました。

３９ 消費税一括自動分離 Ｖ-５.００ Ｖ-４.００ ・を内税処理するよう機能を追加しま

した。(分離処理にを追加。の付い

たﾃﾞｰﾀは、分離後 ｷ となります。)

４０ Ｖ-５.００ Ｖ-４.００ 消費税率８%に対応しました。課税区分集計表

５３ 法人決算書 Ｖ-５.００ Ｖ-４.００ ・平成26年4月1日以降を含む会計年度

ﾃﾞｰﾀに対応しました。

・集計期間指定が、株主資本等変動計算

書の期間指定に影響されないよう機能

改善しました。
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以下のプログラムは今回消費税率８%対応による変更はございませんが、内部の機能更新により

プログラムを更新しております。バージョンをご確認下さい。

PG番号 プログラム名 VER

９７ 新ＧＰ年度更新 Ｖ-１.３１

１１６０ 変動計算＆注記表 Ｖ-２.２０

PG番号 プログラム名 Ｖ-VER LX-VER

１２ 仕訳日記帳 Ｖ-２.０２ Ｖ-３.０４

２０ モニター試算表 Ｖ-２.００ Ｖ-３.１１

３０ 合計残高試算表・精算表 Ｖ-２.０２ Ｖ-３.１６

３１ 営業成績報告書 Ｖ-２.０２ Ｖ-３.１１

３２ 青色営業成績報告書 Ｖ-２.０２ Ｖ-３.１１

３３ 当期原価報告書 Ｖ-２.０２ Ｖ-３.１１

５０ 総勘定元帳 Ｖ-２.１４ Ｖ-３.４４

５８ 部門別営業成績推移表 Ｖ-２.０２ Ｖ-３.１２

５９ 部門別当期原価推移表 Ｖ-２.０２ Ｖ-３.１２

６０ 部門別営業成績報告書 Ｖ-２.０２ Ｖ-３.１３

６１ 部門別当期原価報告書 Ｖ-２.０２ Ｖ-３.１３

６２ 科目別補助集計表 Ｖ-２.０４ Ｖ-３.１２

６３ 科目別補助簿 Ｖ-２.０９ Ｖ-３.２６

６４ 年次科目別補助集計表 Ｖ-２.０３ Ｖ-３.０８

６５ 補助二次元集計表 Ｖ-２.０２ Ｖ-３.０８

６６ 工事別管理一覧表 Ｖ-２.０２ Ｖ-３.１２

６７ 工事別元帳 Ｖ-２.０１ Ｖ-３.０７

※オプションプログラムのバージョンもあわせて記載しております。ご購入いただいていないプログラムは

[----]で表示します。ご不明な点がございましたらサービス課までご連絡下さい。

※詳しい内容につきましては、以下のホームページよりご確認下さい。

http://www.ss.tatemura.com/
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《Windows 8/7/Vista/XP》 System-V

14.03CSV搬出用テンプレート／マルチウィンドウ端末 (V-5.07) インストール方法
～各端末で確認･作業を行って下さい～

転送前の確認事項

マルチウィンドウ端末の現在の

バージョンを確認します。

画面右上の｢ヘルプ｣をクリックします。

↓

｢バージョン情報｣をクリックします。

＊ ＊Ver5.07になっているかどうかをご確認下さい

Ver5.07になっている P.5～8のCSV搬出テンプレートのインストールを行ってください。

Ver5.06以前 マルチウィンドウ端末(CSV搬出テンプレート含む)の更新が必要です。
P.8～P.11の作業を行って下さい。

CSV搬出テンプレートのインストール方法

●インストールを行う際は、全てのプログラムを終了して下さい。（マルチウィンドウ端末

も閉じて下さい。）終了せずインストールを行うとプログラムが正常に動作しません。

1.タテムラホームページを開き、 サービス･サポート をクリックします。

2. ダウンロード

をクリックします。

3.左図の画面が開きます。

ダウンロードはこちらから を

クリックします。

http://www.tatemura.co.jp/
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4.左図の画面を表示します。

下へスクロールして

System-Vのお客様はこちらから

をクリックします。

5.左図の画面を表示します。

更新のお知らせメールに記載され

ている

ユーザ名 『XXXX』

パスワード『XXXX』を入力します。

6. ＯＫ をクリックします。

7. CSV搬出テンプレートを更新します。

左図のCSV搬出テンプレートの

インストール をクリックします。

8. 実行 をクリックします。

9.左図の警告画面を表示した場合は

実行する をクリックします。

左図の画面を表示した場合は

操作 をクリックします。

↓

左側の画面を表示しますので

｢その他のオプション｣をクリック

します。

↓

右側の画面を表示したら｢実行｣を

クリックします。
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※Windows7では左図の画面を表示しますので、

｢はい｣にﾏｳｽの矢印を合わせてｸﾘｯｸします。

※Windows Vistaでは｢不明なﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑがお使い

のｺﾝﾋﾟｭｰﾀへのｱｸｾｽを要求しています｣と表示

しますので、｢許可｣をｸﾘｯｸします。

10. 左図の画面を表示します。

｢100%｣ になるまでお待ち下さい。

11. 左図の画面を表示します。CSV搬出用ﾃﾝﾌﾟﾚｰﾄ

次へ をクリックします。

12．左図の画面を表示します。

はい をクリックします。

13. 左図の画面を表示します。

次へ をクリックします。

しばらくお待ち下さい。

14. 左図の画面を表示します。

次へ をクリックします。

しばらくお待ち下さい。
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15. ｢セットアップ完了｣と表示したら

完了 をクリックします。

マルチウィンドウ端末の更新方法

Ver5.06以前の場合は更新が必要です。以下の作業を行って下さい。

●インストールを行う際は、全てのプログラムを終了して下さい。（マルチウィンドウ端末も

閉じて下さい。）終了せずインストールを行うとプログラムが正常に動作しません。

1. タテムラホームページを開き、 サービス・サポート をクリックします。

2. ダウンロード をクリックします。

3. 左図の画面が開きます。

ダウンロードはこちらから を

クリックします。

http://www.tatemura.co.jp/
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4.左図の画面を表示します。

下へスクロールして

System-Vのお客様はこちらから

をクリックします。

5.左図の画面を表示します。

更新のお知らせメールに記載され

ている

ユーザ名 『XXXX』

パスワード『XXXX』を入力します。

6. ＯＫ をクリックします。

7. マルチウィンドウ端末を更新します。

左図のマルチウィンドウ端末の

更新 をクリックします。

8. 実行 をクリックします。

9.左図の警告画面を表示した場合は

実行する をクリックします。

左図の画面を表示した場合は

操作 をクリックします。

↓

左側の画面を表示しますので

｢その他のオプション｣をクリック

します。

↓

右側の画面を表示したら｢実行｣を

クリックします。
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※Windows7では左図の画面を表示しますので、

｢はい｣にﾏｳｽの矢印を合わせてｸﾘｯｸします。

※Windows Vistaでは｢不明なﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑがお使い

のｺﾝﾋﾟｭｰﾀへのｱｸｾｽを要求しています｣と表示

しますので、｢許可｣をｸﾘｯｸします。

10. 左図の画面を表示します。

｢100%｣ になるまでお待ち下さい。

マルチウィンドウ端末

11. 左図の画面を表示します。

次へ をクリックします。

12. 左図の画面を表示します。

はい をクリックします。

13. 左図の画面を表示します。

次へ をクリックします。

しばらくお待ち下さい。

14. 左図の画面を表示します。

次へ をクリックします。

インストールを開始します。

15.の画面に変わるまでしばらくお待ち下さい。
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15. ｢セットアップ完了｣と表示したら

完了 をクリックします。

※Windows Vista/Windows 7で

インストール終了後に左図の画面を表示した場合は

このプログラムは正しくインストールされました

にﾏｳｽの矢印を合わせ、クリックします。

16. インストールが終了したら、タテムラホーム

ページを閉じてWindowsを再起動して下さい。

17. 再起動後、マルチウィンドウ端末の

バージョンを確認して下さい。

画面右上の｢ヘルプ｣をクリックします。

↓

｢バージョン情報｣をクリックします。

↓

｢V-5.07｣になったことを確認します。
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14.03財務プログラム 更新内容

● 消費税率８%に対応しました。
各プログラムの注意点をまとめましたので、ご一読の上、ご利用下さい。

※あらかじめご通知させていただいた通り、更新プログラムは２回に分けての発送です。

以下のプログラムが第２弾でのお届けとなります。 （平成26年4月中旬～下旬予定）

[30]合計残高試算表/[31]営業成績報告書/[32]青色営業成績報告書

[33]当期原価報告書/[58]部門別営業成績推移表/[59]部門別当期原価推移表

[60]部門別営業成績報告書/[61]当期原価報告書 (以上、税抜処理８%対応の機能更新)

[50]総勘定元帳/[63]科目別補助簿 (以上、消費税率を印字する機能更新)

[95]期首自動繰越 (画面NGP化－Sytem-Vのみ)

[11]仕訳入力

【 入力時の消費税率 】

・入力画面右下に現在の消費税率モードを表示します。平成26年4月1日以降は『８％モード 、』

平成26年3月31日以前は『５％モード』を自動でセットします。

・入力したデータの課税科目には消費税率を表示します。

・税率を変えて入力する場合は F9:率設定 キーを押して、税率を選択します。

選択した消費税率モードになります。
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財務プログラム 更新内容

【 データの消費税率表示・印刷 】

・入力済データの課税科目に消費税率を表示します。

・条件選択リスト/仕訳データリスト/簡易元帳リストは、消費税率をプリントする/しないを

選択できます。

※リストのＣＳＶ搬出では常に消費税率を出力します。

・仕訳伝票発行においては、課税科目に消費税率をプリントします。

【 訂正時の消費税率にご注意ください!! 】

訂正元の税率を変更しないよう訂正時は、 F9:率設定 キーを押して税率を変更しない限り

機能改善しました。

入力画面右下の消費税率は日付に該当する率を表示しており、訂正データの消費税率表示では

ありません。 訂正行の消費税率をご確認ください。

訂正時は右下の消費税率ではなく、訂正行の消費税率を確認してください！

【 摘要入力文字数を増やしました 】

入力画面が大きくなり、摘要欄に全角31文字(半角63文字)まで入力できるようになりました。

※今までは全角24文字(半角49文字)

【 税抜入力を行っている場合の金額上行コピーを機能改善しました 】

今まで Enter キーでの上行金額コピー額は｢本体金額＋税額｣でしたが、税抜の本体金額を

コピーするよう機能改善しました。
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財務プログラム 更新内容

【 自動摘要登録で消費税率を登録できるようになりました 】

① [4]自動摘要登録・[11]仕訳入力の F16:摘登録 で、 して登録。摘要の 消費税率を入力先頭に

自動摘要登録の先頭に消費税率を

で『○%』と登録します。半角

<有効税率>

8%、5%、3% (半角)

上記以外は文字扱い

になります。

税マークやﾋｶｷﾕ区分(95%ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑご利用の場合)を一緒に登録する場合は、登録のルールとして

1.消費税率 2.ﾋｶｷﾕ区分（｢;｣ は消さないで下さい） 3.税マーク

の順で登録して下さい。順序が違う場合は正しくセットされません。

② [11]仕訳入力の摘要欄で先頭に消費税率の付いた自動摘要を選択すると、登録している消費税

率がセットされ、消費税率を除いた文字が摘要に入ります。

右下の税率表示

は変わりません

が、入力中の仕

訳に登録税率を

セットします。
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財務プログラム 更新内容
消費税マーク  を内税処理するように機能改善しました

【 [37]消費税精算表 ／ [38]消費税自動精算 】

 マークを内税処理するよう機能改善しました。

【 [39]消費税一括自動分離 】

分離処理に  マークを追加。

 マークの付いたデータの場合、分離後[ｷ]区分マークを付けるよう機能追加しました。

※[40]課税区分集計表は税マーク集計表のため変更はございません。

※第2弾で8%に対応する以下の帳表においても、今回の更新により｢税抜処理｣で

 マークを内税処理するよう機能改善済みです。

ただし、消費税率8%の仕訳があるデータでの税抜処理につきましては第2弾更新

まで行わないようお願い申し上げます。 (平成26年4月中旬～下旬発送予定)

[30]合計残高試算表/[31]営業成績報告書/[32]青色営業成績報告書

[33]当期原価報告書/[58]部門別営業成績推移表/[59]部門別当期原価推移表

[60]部門別営業成績報告書/[61]部門別当期原価報告書

すでに入力済のデータを、日付にあった消費税率に自動変換できます

(F17:特殊管理登録) プログラムで、強制的に消費税率を変換[703]消費税率変換(2014年版)

することができます。

① 会計期間内で自動変換する期間

を指定します。

② 年月日から5%と8%の変換期間を

自動判定して表示します。

※端数処理方法は[11]仕訳入力

での設定を表示します。

③ 変換を実行する場合は｢1.する｣

を選択します。

④「***変換完了***」と表示した

ら変換終了です。

※変換後、金額、税額の確認を行って下さい。データ内に３%があった場合は、税率変更訂正が

必要です。

データ管理表示に(26)が追加となりました

[99]ユーザリストのデータ管理表示において、平成26年4月1日以降を含む会計年度データは

(26)と表示します。

※現在[1]申告情報登録では

(26)と表示せず(NG)となり

ますが、問題ありません。

(今後表示改善予定)
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財務プログラム 更新内容

(26)データは、消費税率８%プログラム更新を行っていないコンピュータへの搬入はできません。

搬入時にエラーがでます。

｢1.継続｣｢2.終了｣いずれを選択

しても処理は中断され、搬入は

できません。

消費税率８%対応しているコンピュータで入力した(26)データを対応していないコンピュータへ

搬入することはできません。

会計事務所様が財務消費税率８%に対応、関与先様が対応版を購入しない場合、データのやり

とりは一方通行になります。

財務 財務消費税率５%として搬入可

消費税率 消費税率○

8%対応 8%非対応

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ×

(26) データ搬入不可!!

NGP画面になりました。登録内容に変更はございません。[2]科目登録

< 科目登録を変更した場合 >

F5:終了 キーを押すと、以下の

メッセージを表示します。

↓

変更内容を書き込むには F4

キーを押して下さい。

【消費税個別】

95%課税仕入対応ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ購入の

お客様のみご利用できる項目です。
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財務プログラム 更新内容

[41]消費税仕入控除額計算書･控除額シミュレーション

消費税率8%対応および以下の機能改善を行いました。

【 仕入控除額計算書 】

、 。概算で算出していた課税金額および消費税額を 実データから算出するよう機能改善しました

これにより、[37]消費税精算表と金額のつき合わせができるようになりました。

※[41]仕入控除額計算書は指定した期間内のデータを合計して計算しています。

[37]消費税精算表と金額をつき合わせる際は、

[37]の指定を 「頁集計」･･････ 1.期間合計

「内税計算」････ 1.年次 として下さい。




