
 
 
 
 
 

更新情報 
更新⽇ 主な更新内容 ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ 

2023 年 
3 ⽉ 20 ⽇ 

［不具合の解消］ 
・JCIP ⽤電⼦申請データ出⼒／取込機能の不具合を解消しました。 
・その他、軽微な改善を実施しました。 

1.5.3.0 
 

2023 年 
1 ⽉ 23 ⽇ 

［不具合の解消］ 
・「なんでも経審 Plus Ver.1.5(1.5.1.0）」にバージョンアップ後、⼀部のＰＣで

正常に起動しないという不具合を解消しました。 
【経営事項審査】 
・その他の審査項⽬（社会性等）画⾯の「技術職員名簿から算出」ボタン押下時

に処理が⾏われない不具合を修正しました。 

1.5.2.0 

2023 年 
1 ⽉ 17 ⽇ 

［不具合の解消］ 
【経営事項審査】 
・その他の審査項⽬（社会性等）画⾯の「技術職員名簿から算出」ボタン押下時

に処理が⾏われない不具合を修正しました。 

1.5.1.0 

2023 年 
1 ⽉ 10 ⽇ 

［制度改正］（令和５年１⽉１⽇施⾏の建設業法施⾏規則等の改正） 
【経営事項審査】 
（その他の審査項⽬（社会性等）） 
・「労働福祉の状況」は「建設⼯事の担い⼿の育成及び確保に関する取組の状況」

に変更され、「若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況」、「知識
及び技術⼜は技能の向上に関する取組の状況」の項⽬が移動しました。 

・「建設⼯事の担い⼿の育成及び確保に関する取組の状況」に以下の項⽬を追加
しました。 
「⼥性の職業⽣活における活躍の推進に関する法律に基づく認定の状況」 
「次世代育成⽀援対策推進法に基づく認定の状況」 
「⻘少年の雇⽤の促進等に関する法律に基づく認定の状況」 
「建設⼯事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状
況」 

・「建設⼯事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況」
は令和５年８⽉頃対応予定です。 

・「国際標準化機構が定めた規格による登録の状況」は「国⼜は国際標準化機構
が定めた規格による認証⼜は登録の状況」に変更され、「エコアクション２１

1.5.0.0 



の認証の有無」を追加しました。 
【経営事項審査の評点計算】 
・「その他の審査項⽬（社会性等）評点」（Ｗ）で、以下の項⽬を加点するよう

にしました。 
「⼥性の職業⽣活における活躍の推進に関する法律に基づく認定の状況」 
「次世代育成⽀援対策推進法に基づく認定の状況」 
「⻘少年の雇⽤の促進等に関する法律に基づく認定の状況」 
「エコアクション２１の認証の有無」 

［JCIP 対応］ 
・申請書類作成画⾯サブメニューから JCIP ⽤電⼦申請データ出⼒／取込機能を

追加しました。 
・JCIP ⽤電⼦申請データ出⼒に伴い、⼀部申請書⼊⼒画⾯、職員情報編集画⾯

を⾒直しました。 
【建設業許可】【経営事項審査】 
・代表者⽒名を２０桁⼊⼒できるようにしました。 
・その他、軽微な改善を実施しました。 
【経営事項審査】 
・職員情報編集画⾯で職員区分に（経審）技能者を追加しました。 

2022 年 
8 ⽉ 23 ⽇ 

［バージョンアップ］ 
【経営状況分析】 
・経営状況分析申請書画⾯で「単独決算⼜は連結決算の別」で「連結」を選択し 

ている場合に「当期減価償却実施額」の未⼊⼒を許容するように⼊⼒チェック 
を修正しました。 

・経営状況分析申請書画⾯で「前回の申請の有無」で「無」を選択している場合 
に「前期減価償却実施額」の未⼊⼒を許容するように⼊⼒チェックを修正しま 
した。 

【財務諸表】 
・財務諸表情報⼀覧の表⽰項⽬に様式種別や⼊⼒単位等を追加してレイアウト 

を⾒直しました。 
・様式第１７号の２（注記表）について、「４−２ 会計上の⾒積り」、 

「１７−２ 収益認識関係」の⼊⼒⽂字数が多い場合に発⽣する電⼦申請時 
の不具合を解消しました。 

・その他、軽微な改善を実施しました。 

1.4.2.0 

2022 年 
7 ⽉ 26 ⽇ 

［バージョンアップ］ 
【共通】 
・Windows 11 で正常に動作することを確認しました。 
・Windows 11 対応に係る利⽤ガイドの差し替えをしました。 

1.4.1.0 

2022 年 ［バージョンアップ］ 1.4.0.0 



4 ⽉ 18 ⽇ 【経営状況分析】 
・令和 4 年 4 ⽉省令改正による財務諸表の様式変更に対応しました。 

・財務諸表基本設定画⾯にて、令和 4 年改正様式を選択して財務諸表の作成 
ができるように対応しました。 

・様式第１５号（貸借対照表（法⼈））について、流動資産「繰延税⾦資産」、 
流動負債「繰延税⾦負債」が様式から削除されました。 
※計上区分が投資その他の資産の「繰延税⾦資産」、固定負債の「繰延税⾦ 

負債」に⼀本化されます。 
・様式第１７号の２（注記表）について、「４−２ 会計上の⾒積り」、 

「１７−２ 収益認識関係」が追加され、「８(1) ⼯事進⾏基準による完 
成⼯事⾼」が削除されました。 

・様式第１９号（損益計算書（個⼈））について、「注 ⼯事進⾏基準による 
売上⾼」の記載が削除されました。 

・その他、軽微な改善を実施しました。 
2021 年 

12 ⽉ 20 ⽇ 
［バージョンアップ］ 
【経営状況分析】 
・財務諸表の百万円単位での⼊出⼒に対応しました。 
・財務諸表について、前期のデータを確認しながら⼊⼒できるように⼊⼒欄を修

正しました。 
・財務諸表の円単位⼊⼒時に各合計欄が⾃動計算されるように修正しました。 
・株主資本等変動計算書画⾯に、参考値として貸借対照表の純資産の部の⼊⼒値 
 を表⽰するように修正しました。 
・財務諸表の各画⾯にクリアボタンを追加して、⼊⼒欄を空欄にできるようにし 

ました。 
【経営事項審査の評点計算】 
・経営状況画⾯の経営状況取込ボタンについて、当期、前期、前々期ごとに財務 

諸表データを選択して取り込めるように修正しました。 
・経営状況画⾯に「流動負債合計」、「固定負債合計」の⼊⼒欄を追加し、印刷 

出⼒時に表⽰できるように修正しました。 
［不具合の解消］ 
【建設業許可】 
・譲渡及び譲受け認可申請書（第１⾯）・合併認可申請書（第１⾯）・分割認可

申請書（第１⾯）の項番１６の「資本⾦額⼜は出資総額」に⼊⼒した値が印刷・
出⼒時に左詰めで出⼒される不具合を解消しました。 

【経営事項審査】 
・技術職員名簿の「⽣年⽉⽇順に並び替え」実⾏後に上下⽮印で並び替え後の保

存の動作における不具合を解消しました。 
・その他、軽微な改善・不具合の解消を実施しました。 

1.3.1.0 



2021 年 
6 ⽉ 28 ⽇ 

［バージョンアップ］ 
【建設業許可】 
・以下の申請書類を作成できるようにしました。 
 ・経営業務の管理責任者に準ずる地位にあつて経営業務を補佐した経験の 

認定に関する調書 
 ・常勤役員等が有する業務経験の認定に関する調書 
 ・常勤役員等を直接に補佐する者が有する業務経験の認定に関する調書 
【経営事項審査】 
・以下の申請書類を作成できるようにしました。 
 ・CPD 単位を取得した技術者名簿 
 ・技能者名簿 
［不具合の解消］ 
【建設業許可】 
・登記されていないことの証明申請書の印刷・出⼒時における表⽰内容の誤りを

修正しました。 
【経営状況分析】 
・附属明細表を円単位で⼊⼒した場合に発⽣する印刷・出⼒時の不具合を修正し

ました。 

1.3.0.0 

2021 年 
5 ⽉ 19 ⽇ 

［不具合の解消］ 
・⼊⼒した郵便番号からの住所検索が正しく⾏われない不具合を解消しました。 

1.2.1.0 

2021 年 
5 ⽉ 18 ⽇ 

［バージョンアップ］ 
【建設業許可】 
・以下の事業承継の申請書類を作成できるようにしました。 
  譲渡及び譲受け認可申請書 
   役員等の⼀覧表 
   営業所⼀覧表 
   専任技術者⼀覧表 
  誓約書 
  合併認可申請書 

役員等の⼀覧表 
   営業所⼀覧表 
   専任技術者⼀覧表 
  分割認可申請書 

役員等の⼀覧表 
   営業所⼀覧表 
   専任技術者⼀覧表 
  届出書 
  相続認可申請書 

1.2.0.0 



   営業所⼀覧表 
   専任技術者⼀覧表 
  誓約書 
  届出書 
【経営状況分析】 
・財務諸表（愛知県様式）の印刷・出⼒時のメッセージを変更しました。 
［不具合の解消］ 
・バージョンアップの他、⼀部画⾯で発⽣していた不具合を解消しました。 

2021 年 
4 ⽉ 12 ⽇ 

［バージョンアップ］ 
【建設業許可】 
・専任技術者⼀覧表の改ページ⽅法を修正しました。 

1.1.1.0 

2021 年 
3 ⽉ 29 ⽇ 

［制度改正］（令和３年４⽉１⽇施⾏の建設業法施⾏規則等の改正） 
【経営事項審査】 
・有資格区分コード「００５」（監理技術者補佐）を追加し、職員情報編集画⾯、

技術職員名簿画⾯で、当該コードを⼊⼒できるようにしました。 
・技術職員名簿画⾯で、「ＣＰＤ単位取得数」を⼊⼒できるようにしました。 
・その他の審査項⽬（社会性等）画⾯で、「知識及び技術⼜は技能の向上に関す

る取組の状況」の項⽬を⼊⼒できるようにしました。 
【経営事項審査の評点計算】 
・「技術職員数点数」（Ｚ１）で、「００５」（監理技術者補佐：４点）を加点

するようにしました。 
・「その他の審査項⽬（社会性等）評点」（Ｗ）で、「知識及び技術⼜は技能の

向上に関する取組の状況点数」（Ｗ１０）を加点するようにしました。 
［バージョンアップ］ 
【建設業許可】【経営事項審査】 
・会社情報⼀覧画⾯で、表⽰されている会社の⼀覧をダブルクリックすることで

選択できるようにしました。 
・職員情報編集画⾯で、「職員区分」を⼀番上に表⽰するようにしました。 
・建設業許可申請書画⾯、経営規模等評価申請書・総合評定値請求書画⾯で、「所

属等」の⼊⼒桁数の上限を撤廃しました。 
・⼯事経歴書画⾯、直前３年の各事業年度における⼯事施⼯⾦額画⾯、技術職員

名簿画⾯で、画⾯のサイズを変更できるようにしました。 
・各様式の印刷・出⼒時に表⽰される申請者欄、届出者欄の「印」の⽂字を削除

しました。 
【建設業許可】 
・営業所⼀覧表（更新）の印刷・出⼒時に「営業しようとする建設業」の業種の

表⽰位置を調整しました。 
・専任技術者⼀覧表の印刷・出⼒時に「建設⼯事の種類」の業種の表⽰位置を調

1.1.0.0 



整しました。 
・専任技術者⼀覧表の印刷・出⼒時に「営業所の名称」ごとに改ページするよう

にしました。 
・直前３年の各事業年度における⼯事施⼯⾦額の印刷・出⼒時に「建設⼯事の種

類」の表⽰位置を調整しました。 
・常勤役員等（経営業務の管理責任者等）証明書画⾯で、「経験年数」の⾃と⾄

に同じ年⽉を⼊⼒した場合に経験年数の合計に「満０年０⽉」と表⽰するよう
にしました。 

・常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書画⾯で、「経験年
数」の⾃と⾄に同じ年⽉を⼊⼒した場合に経験年数の合計に「満０年０⽉」と
表⽰するようにしました。 

・実務経験証明書画⾯で、「実務経験年数」の⾃と⾄に同じ年⽉を⼊⼒した場合
に「合計」の実務経験年数の合計に「満０年０⽉」と表⽰するようにしました。 

・健康保険等の加⼊状況画⾯で、「従業員数」の⼊⼒値をすべてクリアした場合
にその合計の⼈数もクリアするようにしました。 

・変更届出書（第⼆⾯）画⾯で、「従たる営業所の新設」を選択した場合に「（主
たる営業所）営業しようとする建設業」、「（主たる営業所）変更前」、「（従
たる営業所）変更前」を⾮活性とするようにしました。また、「従たる営業所
の廃⽌」を選択した場合に「⼤⾂知事コード」、「許可番号」、「許可年⽉⽇」、
「従たる営業所の名称」以外の項⽬を⾮活性とするようにしました。 

・変更届出書（決算変更届出⽤）の印刷・出⼒時に提出書類の表⽰位置を⼤⾂許
可と知事許可で変えるようにしました。 

・登記されていないことの証明申請書画⾯で、（請求される⽅）「⽒名」を選択
した場合に「証明を受ける⽅との関係」の本⼈にチェックがされるようにしま
した。 

【経営事項審査】 
・経営規模等評価申請書・総合評定値請求書画⾯で、「審査結果の通知番号」の

項⽬に遷移した場合に⽇本語⼊⼒がオフとなるようにしました。 
・経営規模等評価申請書・総合評定値請求書の印刷・出⼒時に「申請先」が設定

されていなくても「⾃⼰資本額」、「営業利益」に⼊⼒したマイナス記号を表
⽰するようにしました。 

・⼯事種類別（元請）完成⼯事⾼画⾯で、「２年平均」を選択した場合に「完成
⼯事⾼計算表」、「元請完成⼯事⾼計算表」を⼊⼒できるようにしました。 

・⼯事経歴書画⾯で、「⼯事名」のみ⼊⼒して経審申請⽤に切り替えた場合に「件
数」、「請負代⾦の額」の「⼩計」に反映しないようにしました。 

・技術職員名簿画⾯で、⼊⼒欄の追加と削除を⾏えるようにしました。 
・⼯事種類別完成⼯事⾼付表画⾯で、ページ追加とページ削除を⾏えるように

しました。 



・⼯事種類別完成⼯事⾼付表画⾯で、「完成⼯事⾼」と「元請完成⼯事⾼」を⽐
較するチェックを⾏うようにしました。 

【経営状況分析】 
・経営状況分析申請書（印刷様式）における申請者欄の「印」を削除しました。 
・経営状況分析申請書画⾯で登録機関情報と登録機関代表者名の⼊⼒・保存をで

きるようにしました。 
・経営状況分析申請書画⾯の各データ取込処理完了後に完了メッセージを表⽰

するようにしました。 
・経営状況分析申請書画⾯で⼊⼒した審査基準⽇を元に各事業年度の⽇付を確

認の上、表⽰できるようにしました。 
・経営状況分析に係る各画⾯に説明等を追加してレイアウトを⾒直しました。 
・財務諸表基本設定画⾯で⼊⼒した決算⽇を元に事業年度の⽇付を確認の上、⾃

動セットできるように対応しました。 
・財務諸表表紙画⾯（標準様式、愛知県様式）に⾃由⼊⼒欄を追加しました。 
・財務諸表各画⾯に記載例の PDF を表⽰できるようにしました。（表紙、注記

表、換算報告書、附属明細表等の⼀部画⾯は除く） 
・貸借対照表における⼊⼒欄および印刷様式の「売掛⾦」「買掛⾦」について、

誤記⼊防⽌のため表記を「売掛⾦（兼業）」「買掛⾦（兼業）」に改めました。 
・貸借対照表画⾯の「純資産合計」を⼊⼒した際に変動計算書画⾯の作成状況を

更新するようにしました。 
・北海道様式の財務諸表表紙における⼊⼒欄および印刷様式の「印」を削除しま

した。 
【経営事項審査の評点計算】 
・表⽰されている画⾯の印刷を⾏えるようにしました。 
・印刷・出⼒時に出⼒する申請書類を選択する際、総合評定値（Ｐ）が算出され

ているもののみ選択できるようにしました。 
・印刷・出⼒結果に表⽰される技術職員の合計欄の⼈数を純計で表⽰するように

しました。 
【共通】 
・書式デザイン編集画⾯で、⼯事経歴書の種別を「許可経審」としました。 
・書式デザイン編集画⾯で、ユーザー書式の編集時に Excel 画⾯が最前⾯に表

⽰するようにしました。 
・データ共有設定画⾯で、ネットワークドライブの割り当てがされていないデー

タ保存場所を指定できるようにしました。また、データ保存場所を直接⼊⼒で
きるようにしました。 

［不具合の解消］ 
・制度改正、バージョンアップの他、⼀部画⾯で発⽣していた不具合を解消しま

した。 



2020 年 
11 ⽉ 11 ⽇ 

［バージョンアップ］ 
【共通】 
・建設業許可以外の印刷・出⼒画⾯で出⼒⽅法を切り替えた際にエラーメッセー

ジが表⽰されてしまう不具合を修正しました。 
【建設業許可】【経営事項審査】 
・職員情報作成画⾯の職員区分で「株主」、「出資者」が選択された際にも「⽣年

⽉⽇」が⼊⼒できるように修正しました。 
・職員情報作成画⾯の「営業所専任技術者」の⼊⼒欄について、職員区分で「そ

の他技術者」が選択された場合でも⼊⼒できるようになっていましたが、⼊⼒
できないように修正しました。 

【建設業許可】 
・誓約書画⾯で新規保存時のみ「申請先」に⼊⼒した内容が保存できない不具合

を修正しました。 
・常勤役員等及び当該常勤役員を直接に補佐する者の証明書について、Excel 出

⼒時のシート構成を作成したページごとにシートを分けて出⼒するように修
正しました。 

【経営事項審査】 
・技術職員名簿画⾯に審査基準⽇現在の満年齢の再計算が⾏えるよう、再計算ボ

タンを追加しました。 
【経営状況分析】 
・経営状況分析申請書画⾯で必須項⽬である「審査基準⽇」以外に「許可番号」

も⼊⼒しないと保存ができない不具合を修正しました。 
・電⼦申請ファイル作成画⾯で作成した電⼦申請ファイルについて、⼀部のお客

様のご利⽤環境にて発⽣していた電⼦申請時にエラーとなる不具合を修正し
ました。 

・株主資本等変動計算書画⾯について、以下の不具合を修正しました。 
 勘定科⽬名⼊⼒チェックのステータスの不具合 
 勘定科⽬名の⾏の段がズレてしまう不具合 

1.0.10.0 

2020 年 
10 ⽉ 12 ⽇ 

［制度改正］（令和２年１０⽉１⽇施⾏の建設業法施⾏規則等の改正） 
・令和２年１０⽉１⽇改正により変更となった以下の申請書類に対応しました。 
 【建設業許可】 

建設業許可申請書 
⼯事経歴書 
直前３年の各事業年度における⼯事施⼯⾦額 
使⽤⼈数 

  誓約書 
常勤役員等（経営業務の管理責任者等）証明書 

  常勤役員等（経営業務の管理責任者等）の略歴書 

1.0.9.0 



常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書 
常勤役員等の略歴書 
常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書 
健康保険等の加⼊状況 
許可申請者の住所、⽣年⽉⽇等に関する調書 
主要取引⾦融機関名 
届出書 

【経営事項審査】 
経営規模等評価申請書・総合評定値請求書 
技術職員名簿 
その他の審査項⽬（社会性等） 
※追加された項⽬は次回基準改正まで使⽤されないため、⼊⼒画⾯に変更

はありません。 
※旧様式で提出する必要がある場合は、印刷・出⼒画⾯の「バージョンを指

定」で「⼀つ前」を選択し、旧様式で出⼒してください。 
【経営状況分析】 

兼業事業売上原価報告書 
・会社情報職員情報の職員区分「経管者」を「経管者等」に変更し、【常勤役員

等（経営業務の管理責任者等）証明書】、【常勤役員等及び当該常勤役員等を直
接に補佐する者の証明書】（第⼀⾯）で証明される常勤役員等を登録します。
なお、常勤役員等を直接に補佐する者は職員情報に登録せず、該当様式の⼊⼒
画⾯で直接⼊⼒します。 

［バージョンアップ］ 
【共通】 
・Ａｃｃｅｓｓがインストールされている環境で「必要ソフトウェアのインスト

ール」画⾯が表⽰された場合でもご利⽤可能となりました。 
【建設業許可】 
・⾮活性としていた「様式第⼗⼀号の⼆ 国家資格者等・監理技術者⼀覧表（新

規・変更・追加・削除）」に関するボタン、項⽬を削除しました。 
  建設業許可申請書作成メニュー画⾯ 

変更届出書（決算変更届出⽤）画⾯ 
【建設業許可】【経営事項審査】 
・職員情報作成画⾯で以下の項⽬名を分かり易い名称に⾒直しました。 
  許可技術者 → 営業所専任技術者 
  担当する建設⼯事の種類 → 担当するすべての建設⼯事の種類 
  建設⼯事の種類 → 有資格区分ごとの建設⼯事の種類 
・⼯事経歴書画⾯で「ページ削除」や「ページ追加」を⾏った後、エラーとなり

保存できなくなる不具合を修正しました。 



・⼯事経歴書画⾯で初期表⽰は⼊⼒済みのデータがあっても「建設⼯事の種類」
を選択するまで何も表⽰されませんでしたが、初期表⽰で登録済みのデータ
が表⽰されるように修正しました。 

【経営状況分析】 
・経営状況分析申請書情報⼀覧画⾯で⼤⾂・知事コードが「01：北海道」の場合

に振興局コードを選択すると許可番号の最⼤⼊⼒桁数を超えたエラーの状態
で保存できてしまう不具合を修正しました。 

・電⼦申請ファイル作成画⾯で審査対象事業年度の相違がないか確認しやすい
ように事業年度（⾄）に加え、「（⾃）」の表⽰も追加しました。 

・電⼦申請ファイル作成画⾯で貸借対照表の各準備⾦や積⽴⾦に 13 ⽂字以上⼊
⼒して電⼦申請データファイル作成ボタンを押下すると⼊⼒規則違反エラー
が表⽰されて出⼒ができない不具合を修正しました。 

・電⼦申請ファイル作成画⾯で注記表の各⼊⼒欄に 500 ⽂字以上⼊⼒して電⼦
申請データファイル作成ボタンを押下すると⼊⼒規則違反エラーが表⽰され
て出⼒ができない不具合を修正しました。 

・経営状況分析申請書画⾯で項番 06〜07 の事業年度について、⾃<=⾄のチェ
ックを⾏うよう修正しました。 

・電⼦申請ファイル作成画⾯で財務データの選択に関するアナウンスを追加し
ました。 

・財務諸表表紙画⾯で北海道様式を選択している場合において、会社情報（許可
情報）で⼤⾂・知事コード＝”00”で許可番号を６桁（例：123456）⼊⼒する
と許可番号が５桁で表⽰されてしまう不具合を修正しました。 

・注記表画⾯で⼊⼒内容の組み合わせにより保存や印刷ができない不具合を修
正しました。 

・換算報告書画⾯で全て「OK」の状態で保存して、再度、財務諸表⼀覧画⾯か
ら財務諸表⼊⼒メニュー画⾯に遷移してくると修正していないのに換算報告
書のステータスが「NG」になってしまう不具合を修正しました。 

・株主資本等変動計算書画⾯の「その他利益剰余⾦」と「利益剰余⾦合計欄」の
罫線を修正しました。 

・兼業事業売上原価報告書画⾯でツールチップが表⽰されて⼊⼒欄が隠れて⼊
⼒しにくい動作を修正しました。 

・財務諸表情報⼊⼒メニュー画⾯で北海道様式を選択している場合において、各
⼊⼒欄がフォーカス取得時に背景⾊が⻩⾊になるよう修正しました。 

・財務諸表情報⼊⼒メニュー画⾯で北海道様式を選択している場合において、新
規作成時の初期表⽰に会社情報から「⼤⾂・知事コード」を取得するよう修正
しました。 

・株主資本等変動計算書画⾯でグリッド⼊⼒の操作性を改善しました。 
・換算報告書画⾯でツールチップが表⽰されて⼊⼒欄が隠れて⼊⼒しにくい動



作を修正しました。 
・財務諸表⼊⼒画⾯全般で円単位⼊⼒時も各合計チェックの許容値設定を適⽤

していましたが、円単位⼊⼒の場合は差額を許容しないよう修正しました。 
・財務諸表情報基本設定画⾯で⼊⼒単位（千円単位・円単位）の切替時にユーザ

ーが⼊⼒した⾃由⼊⼒勘定科⽬名がクリアされないよう修正しました。 
・換算報告書画⾯で画⾯スクロールの操作性を改善しました。 
・附属明細表画⾯で⾦額欄を最⼤ 7 桁から 11 桁に変更しました。 
・貸借対照表画⾯で印刷時に純資産の部にある「その他利益剰余⾦」の準備⾦、

積⽴⾦の階層を字下げして修正しました。 
・財務諸表表紙画⾯で北海道様式を選択している場合において、⼊⼒項⽬の最⼤

⽂字数のチェックが誤っていたため修正しました。 
・換算報告書画⾯で電⼦申請データファイルとは別に添付が必要な旨のアナウ

ンスを追加しました。 
・注記表で「税込処理」を選択する場合のご注意事項についてのアナウンスを追

加しました。 
【経営事項審査の評点計算】 
・評点計算画⾯（完成⼯事⾼（元請）⾃⼰資本額、利益額）の「⾃⼰資本額及び

利益額 取込」時に経営規模等評価申請書画⾯で基準決算を選択していると正
しく取り込まれない不具合を修正しました。 

2020 年 
６⽉２⽇ 

［バージョンアップ］ 
【経営事項審査の評点計算】 
・「申請書類を作成する」の「⼯事種類別（元請）完成⼯事⾼」で、計算基準の
区分を「２年平均」として「その他⼯事」を含む各完成⼯事⾼を⼊⼒（保存）し、
「経営事項審査の評点計算」で「完成⼯事⾼（元請）取込」を⾏うと、「その他
⼯事」の前期の値が取り込まれない不具合を修正しました。 
【その他機能】 
・「なんでも経審データ取込」で「〜様式第⼗⼀号【建設業法施⾏令第３条に規
定する使⽤⼈の⼀覧表】のデータ取り込み中にエラーが発⽣しました。」のメッ
セージが表⽰され、処理を中断してしまう不具合を修正しました。 

1.0.8.0 

2020 年 
3 ⽉ 31 ⽇ 

［制度改正］（令和２年４⽉１⽇施⾏の建設業法施⾏規則等の改正） 
【建設業許可】 
「様式第⼗⼀号の⼆ 国家資格者等・監理技術者⼀覧表（新規・変更・追加・削
除）」の削除 
・建設業許可申請書メニューの当該ボタンを⾮活性としました。 
・変更届出書（決算変更届出⽤）の当該チェックボックスを⾮活性としました。 
・変更届出書（決算変更届出⽤）の出⼒様式から当該項⽬を削除しました。 
・印刷・出⼒、書式デザイン編集において当該⾏を削除しました。 
【経営事項審査】 

1.0.7.0 



建設技能者の評価として、有資格区分に７０３（能⼒評価基準 レベル３技能
者）、７０４（能⼒評価基準 レベル４技能者）を追加 
・会社情報−職員情報−経審技術職員の有資格区分に当該コードを⼊⼒できる

ようにしました。 
・技術職員名簿の有資格区分コードに当該コードを⼊⼒できるようにしました。 
【経営事項審査の評点計算】 
・評点計算で７０３（技術職員点数２点）、７０４（技術職員点数３点）を加点

するようにしました。 
［バージョンアップ］ 
【建設業許可】【経営事項審査】 
・作成年⽉⽇を空欄で保存、印刷できるようにしました。 
【建設業許可】 
・許可申請者の住所、⽣年⽉⽇等に関する調書画⾯の会社情報からの取込におい

て、経管者を兼務している職員が取り込まれない不具合に対応しました。 
【経営事項審査】【経営事項審査の評点計算】 
・技術職員名簿画⾯、経営事項審査の評点計算画⾯（技術職員）で「業種コード」

と「有資格区分コード」、「有資格区分コード」と「講習受講有無」の関連チェ
ックの動作を⾒直しました。 

2020 年 
3 ⽉ 23 ⽇ 

［バージョンアップ］ 
北海道様式・法⼈を選択している場合において、財務諸表の⼀部科⽬（「関係会
社株式・関係会社出資⾦」、「保険積⽴⾦」、「退職⾦」~「事務⽤品費」）に⼊⼒し
た内容が印刷出⼒されない問題について改修を⾏いました。 

1.0.6.0 

2020 年 
3 ⽉ 10 ⽇ 

［バージョンアップ］ 
・⼀部のお客様のご利⽤環境で発⽣する経営事項審査の評点計算画⾯で保存を

するたびに技術職員数（評点（Z））が増えてしまう事象について、改修を⾏い
ました。なお、本事象が発⽣していたお客様については、お⼿数ですが、バー
ジョンアップ後に経営事項審査の評点計算画⾯の技術職員画⾯でクリアボタ
ンを押して⼊⼒内容を⼀度クリアし、再度⼊⼒し直してください。 

・⼀部のお客様のご利⽤環境で発⽣するなんでも経審 Plus の起動中にアプリケ
ーションが終了してしまう事象について、改修を⾏いました。 

1.0.5.0 

2020 年 
2 ⽉ 21 ⽇ 

［バージョンアップ］ 
・下記の画⾯において、Microsoft から公開された Office の更新プログラムを適

⽤すると「REGISTRY」と表⽰され、保存などができない事象について、改修
を⾏い発⽣しないよう対応しました。 
・使⽤⼈数画⾯ 
・健康保険等の加⼊状況画⾯ 
・⼯事種類別（元請）完成⼯事⾼画⾯ 
・⼯事種類別完成⼯事⾼付表画⾯ 

1.0.4.0 



・その他の審査項⽬（社会性等）画⾯ 
・附属明細表画⾯ 
・経営事項審査の評点計算画⾯ 

・個⼈様式の損益計算書画⾯にある「完成⼯事原価合計」欄の⼊⼒値が電⼦申請
データファイルに正しく出⼒されない不具合を修正しました。 

2020 年 
2 ⽉ 19 ⽇ 

［バージョンアップ］ 
・経営状況分析申請書画⾯において、Microsoft から公開された Office の更新プ

ログラムを適⽤すると「REGISTRY」と表⽰され、保存などができない事象に
ついて、改修を⾏い発⽣しないよう対応しました。 

1.0.3.0 

2020 年 
2 ⽉ 10 ⽇ 

［バージョンアップ］ 
・既にインストールされている Office 製品と Access Runtime、Access 

Database Engine の bit 数に相違がある環境での使⽤が可能となりました。 
・以下の不具合を修正しました。 

・会社情報に従たる営業所の登録がないと営業所⼀覧表（新規許可等）画⾯、
営業所⼀覧表（更新）画⾯の「会社情報から取込」で主たる営業所が取り込
まれない。 

・損益計算書⼊⼒画⾯で「法⼈税、住⺠税および事業税」及び「法⼈税等合計」
をマイナス⼊⼒すると損益計算書の⼊⼒チェック（当期純利益チェック）が
OK とならない。 

・株主資本等変動計算書の⾃由⼊⼒科⽬の⽂字数が 11 ⽂字以上の場合、電⼦
申請データ作成時に⼊⼒規則違反エラーが出て電⼦申請データを作成する
ことができない。 

・財務諸表の表紙に表⽰される会社名について財務諸表基本設定画⾯の会社
名でなく、会社情報に登録した会社名が表⽰される。 

・⼀部の画⾯について特定の項⽬の値を変更した直後に保存や印刷・出⼒を⾏
った際、その項⽬の変更が反映されない。 

1.0.2.0 

2019 年 
12 ⽉ 27 ⽇ 

［バージョンアップ］ 
【経営状況分析】 
・財務諸表を円単位で⼊⼒し電⼦申請データを作成した場合に⽣ずる端数処理

の不具合に対応しました。 
【経営事項審査】 
・「技術職員名簿」の⼊⼒画⾯にて「会社情報から取込」を⾏った際、取り込む

職員情報が３１名以上の場合に２ページ⽬に遷移しようとするとエラーが表
⽰され制御不能となる不具合に対応しました。 

1.0.1.0 

2019 年 
12 ⽉ 17 ⽇ 

［リリース］ 
・新規リリース（Ｖｅｒ．１．０） 

1.0.0.0 

以上 


