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平成 2６年２月吉日発行

日頃より弊社製品をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。本年初めてのフラッシュニュース
発行となりました。本年もあったかサポートでご対応に努めて参りますので、変わらぬご愛顧の程、宜しく
お願い申し上げます。今後も、人事・給与・勤怠管理システム、クラウドサービス等の、新たなサービスや
製品情報も掲載して参ります。ご購読の程、お願い申し上げます。

■製品のＯＳ対応情報
2014 年 4 月 9 日に Windows XP のサポートが終了す
ることで、セキュリティ更新プログラムの提供や、仕
様変更、新機能のリクエストなどがマイクロソフトよ
り受けられなくなります。この様な状況に伴い、最新
のパソコンへの移行をご検討中のお客様に対しまして、
弊社の製品におけるＯＳ対応状況をご報告致します。
◆財務会計/給与計算/減価償却/諸謝金管理システムの
対応ＯＳ
◇Windows Vista ／ ◇Windows 7
◇Windows 8
／ ◇Windows 8.1
※サーバー環境でご利用の場合は、弊社までお問い
合わせください。
ＰＣやＯＳの入替え検討がございましたら、弊社サポ
ートセンターまでお気軽にご連絡ください。
マシン変更（ＰＣ入替）作業について
対応ＯＳのソフトを発送させて戴いた後の、お客様で
の作業を簡単にご案内します。
①お客様にて、旧ＰＣでご利用のシステムを起動し、
バックアップをお取りいただきます（複数社処理さ
れている場合、会社ごとにバックアップ作業が必要で
す）
。
②新しいＰＣにシステムをインストールし、初期
設定を行います（印刷に関わる用紙設定）
。
③新しいＰＣにてシステムを起動し、旧ＰＣで保存
されたデータを、
「データ回復」メニューから復元
します。以上で、新しい PC から通常処理を行う
ことができます。
お困りの際は、サポートセンターまでお問い合わせ
ください。お電話にてご誘導させていただきます。

■TACS モデル NX1(会計)集合操作講習会について
この度の消費税法改正に伴いまして、リリースから 10 年
以上経過している関係から、後継製品ＴＡＣＳモデル
NX1 へのバージョンアップをお願いするに至りました。
弊社都合によるお願いにも関わらず、お忙しい中数多くの
お客様よりご注文いただき、誠にありがとうございます。

すでに新システムをご利用のお客様におかれましては、操
作でお困りのことや、お悩みはございませんか？集合操作
講習会も開催しておりますが、遠方のために来られない方
や、また参加されても 1 回ではご理解いただくことも難し
い場合もあるかと思います。
安心してご利用、ご導入いただけます様、操作講習を抜粋
したイメージの動画マニュアルなども準備しております
（4 月ご提供予定）。
2 月には以下の日程で集合操作講習会を行います。これか
ら導入予定のお客様についても参加いただけますので、是
非ご検討ください。

集合操作講習会
日時：2014 年 2 月 26 日（水）
13:30～16:30
内容：操作方法・機能についてのご紹介
場所：ネットカンファレンス 東京・大阪・名古屋・福岡
【東 京】
【大 阪】
【名古屋】
【福 岡】

東京都千代田区外神田４丁目１４番１号 秋葉原ＵＤＸビル北８階
大阪市淀川区宮原３丁目４番３０号 ニッセイ新大阪ビル１８階
名古屋市中区栄３丁目１８番１号 ﾅﾃﾞｨｱﾊﾟｰｸﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ９階
福岡市博多区博多駅前１丁目１番１号 博多新三井ビルディング５階

お問合せ先：マーケティング部

安蒜（アンビル）

今後とも弊社製品をご利用戴きたく、ＴＡＣＳモデルＮ
にて消費税計算（伝票入力時の消費税分離）を行われてい
るお客様につきましては、是非この機会に後継製品へのバ
ージョンアップのご検討頂きますようお願い申し上げま
す。以下に、ご注文頂いてからの流れを簡単にご紹介いた
します。
○TACS モデル N から NX1 への移行
弊社にてデータを預り、移行処理（約 15 日～）
→ 納品（製品・データ）
スケジュールなど、別途個別に相談し、調整させていた
だきます。
※(1)TACS-Win（初代モデル）から NX1 への移行
※(2)新規にシステム導入（他社システム等）
※(1・2)につきましては、別途ご相談ください。
今後、各社の決算時期ということもあり、納品にお時間を
いただく可能性もございます。まずはお気軽にご連絡、ご
相談いただけましたら幸いです。

■介護保険料率の改正について

■社会福祉法人会計新会計基準移行について

全国健康保険協会管掌の介護保険料率が、平成 26 年 3 月
分（4 月納付分）より以下のように変更となります。
また、健康保険料率（各都道府県ごとの保険料率）は変更
なしの見込みです。

新会計基準は社会福祉法人のすべての事業（社会福祉
事業、公益事業、収益事業）を適用対象とし、平成 27
年 3 月 31 日までに社会福祉法人旧会計基準から、新会
計基準への移行が必要となります。現在、移行準備の
関係等からか、平成 26 年度移行のお客様も多くいらっ
しゃる状況です。
移行のスケジュールや、科目体系、また WindowsXP
の保守切れからクラウドサービス（SaaS）についての
お問い合わせも戴いております。
御見積や製品デモのご依頼、また複数施設にて処理を
されているお客様など、ご利用の機械に関する問題等
も、お気軽にご相談ください。

【給与・賞与】

現行

変更後

折半率

介護保険料率

1.55%

1.72%

0.86%

※上記は平成 26 年 2 月 10 日時点の情報です。

給与システムをご利用のお客様につきましては、料率設定
変更と、健保・通勤マスター移行（P2R）／共済マスター
移行（P1R）処理による設定変更作業をお願い致します。

■消費税法改正に伴う、その他会計システムの状況
民間企業向け以外の会計システムにおける消費税法改正
対応システムをご案内致します。
社会福祉法人会計・○TACS モデル W-Win
公益法人会計・・・○TACS モデル P-Win
学校会計・・・・・○TACS モデル S-Win
公営企業会計・・・○TACS モデル A-Win
病院会計・・・・・○TACS モデル H-Win

■セキュリティソフトによる動作障害について
各システムをご利用中に、
「ファイルに書き込みでき
ない」
「○○.exe ファイルが消されてしまう」といった
メッセージが表示される、というお問い合わせが増え
ており、こちらはお客様の PC にインストールされた
ウイルスソフト「TREND MICRO 社のウイルスバスタ
ー」の誤検出が影響していることが分かりました。
調査の結果、ファイルに書き込みを行う度にリアル
タイム検索が実行されるため、ファイルアクセスが多
いアプリケーションにおいて、パフォーマンスに影響
が出ていることが原因として考えられています。
対策として、セキュリティソフトの検索対象から特
定フォルダを除外することで解決することができます。
対象となるフォルダは、インストール時に指定した場
所になります。
初期設定の場合は「C:¥KSB-Corp」、変更された場合
は「
（ドライブ名：）¥KSB-Corp」となります。
ご不明点につきましては、弊社サポートセンターまで
ご連絡くださいます様お願いいたします。
◎各バージョンの設定方法・留意点については、以下
の URL より参照することができます。
ウィルスバスター クラウド：
http://esupport.trendmicro.com/solution/ja-jp/1314171.aspx

ウィルスバスター コーポレートエディション：
http://esupport.trendmicro.com/solution/ja-jp/1303570.aspx

※その他の製品・バージョンに関しては製品 Q&A 検索
より、
「製品名」
、
「バージョン」とキーワード「検索 除
外」で検索することが可能です。
http://esupport.trendmicro.com/ja-jp/default.aspx?c
m_sp=GNav-_-Support-_-top

■今後開催セミナーのご案内
◎2 月 22 日（土）
【大阪開催】
日本事務器協賛 医療業界向けセミナー
第一部－第三部「医療業界が抱える問題・課題の解決」
（講師：合同会社のぞみプランニング
執行役員 代表代行 工藤 氏）

◎3 月 11 日（火）
NEC 共催セミナー【東京開催】
（講師：組織のメンタルヘルスサポート研究所

北条 氏）

第一部 講演「会社を揺るがす最新の労務リスクと解決法！」
第二部・第三部 NEC／日通システム 製品紹介
◎3 月 12 日（水）
NEC 共催セミナー【東北開催】
（講師：林労務経営サポート

代表

林 氏）

第一部 講演「会社を揺るがす最新の労務リスクと解決法！」
第二部・第三部 NEC／日通システム 製品紹介

今回は開催場所がそれぞれ異なりますのでご確認く
ださい。詳細につきましては日通システムホームペ
ージからもご覧いただけます。
http://www.nittsusystem.co.jp/home/seminor/semi
nor_jisseki.asp
セミナーに関するお問い合わせ先
＞本社マーケティング部・小山（052-249-9200）

■サポートセンターへのお問い合わせについて
システムの操作方法、用紙等のご注文など、お問い合
わせは下記までお願いいたします。
TEL：０５０－３５３６－４４１１
FAX：０３－５２９７－５７７３
Mail：support-ksb@nittsusystem.co.jp
H P：http://www.nittsusystem.co.jp/
時間：９：００～１２：００/１３：００～１７：００
※FAX・メールに関しては２４時間受付 （翌営業日に対応させてい
ただきます）
発送元：日通システム株式会社
〒101-0021
東京都千代田区外神田 4-14-1 秋葉原 UDX ビル北 8 階

