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相続税 R4 平成 25 年（Ver.13.10）をリリースします。次の内容についてまとめましたので、ご確認

ください。 

１．発行プログラム 

２．リリース時期 

３．プログラムのご提供方法 

４．プログラム容量  

５．システムの対応内容（概要） 

６．連動可能な製品バージョン 

７．フォルダー構成 

８．パッケージの内容 

１．発行プログラム 

システム名 システムの位置付け リリース 

バージョン 

コンバート対象 

相続税R4 

平成 25年 

相続・贈与税顧問後継 

財産評価顧問後継 
Ver.13.10 

相続・贈与税顧問 平成25年

（Ver.H25.1、H25.2） 

財 産 評 価 顧 問  平 成 25 年

（Ver.H25.1） 

※R4 シリーズのアプリケーションを初めてセットアップする際、Ｅｉボードが自動でセット

アップされます。 

※ネットワーク環境でご利用の場合は、別途［ネットワーク基本ライセンスサーバー版］およ

び接続端末台数分の［ネットワーク基本ライセンスクライアント版］が必要です。アプリケー

ションは同時接続数ライセンス仕様となります。 

※コンバートを行う環境には、既存システムの上記対象バージョンがセットアップされている

必要があります。アップグレード製品にはコンバート用に既存システムのセットアッププロ

グラムを収録します。 

※贈与税電子申告更新用プログラムは、平成 26 年贈与税改正対応版と併せてリリースする予定

です。（今回はリリースしません。） 

２．リリース時期 

システム名 新規製品 アップグレード製品※ 

相続税 R4 

 平成 25 年 
2014 年 5 月 28 日（水） 

InterKX 相続税 R4 へのアップグレード： 

2014 年 6 月 25 日（水） 

相続税顧問 R4 へのアップグレード： 

2014 年 6 月 23 日（月） 

※インターKX 相続税 R4／相続税顧問 R4 は、現行商品の保守契約のご加入により、後継商品

のＲ４シリーズを無償でご提供します。保守未加入の場合は、有償アップグレート商品の購

入が必要です。 

３．プログラムのご提供方法 

R4 シリーズの新規製品及び全てのアップグレード製品（有償／無償）の初回のご提供は、CD-ROM

でご提供しますが、Ｅｉボードまたはマイページからも、ダウンロードでご取得いただけます。 

なお、リリース後の機能アップは、すべてダウンロードでのご提供が基本となります。ＣＤ-ROM で

の機能アッププログラム提供をご希望のお客様向けには、通常保守契約に対する CD オプション契約

（有償）をご用意しています。 

ＣＤ保守についての詳細はセールスインフォメーション（No. 1201-13-011）をご参照ください。 

相続税 R4 平成 25年 (Ver.13.10)のリリース 
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■Ｅｉボードダウンロードマネージャーの公開 

2014年 8月 1日（金） 9:00 ～ 

■マイページのダウンロード公開 

2014年 8月 1日（金） 9:00 ～ 

４．プログラム容量 

 詳細 

プログラム容量 
• 100MB 以上 

• Ｅｉボード：500MB  *1 

データ容量 1 案件あたり、10MB 以上 

*1 R4 シリーズのアプリケーションを初めてセットアップする際に、別途必要です。 

※ＯＳ、メモリ、プリンタ等の動作環境は、システムインフォメーション「14XA002 Ｅｉボー

ド（Ver.14.10）のリリース」をご参照ください。 

５．システムの対応内容（概要） 

※ 詳細は、AC ディーラーズネットの［R4 シリーズ 各種ツール］→［サポートツール］→ 

［各種資料］をご参照ください。 

各種資料の項目 詳 細 

R4 シリーズ今回の変更点 

（機能アップ編） 
起動時に画面表示される、今回の変更点（機能アップ編） 

R4 シリーズ今回の変更点 

（操作変更編） 
起動時に画面表示される、今回の変更点（操作変更編） 

導入丸わかりガイドブック 

（カラー） 

既存のお客様がR4シリーズへアップグレードする際の商

品に同梱される、（インストール）~（認証）~（データ

移行）までの導入ガイドブック ＊紙媒体はモノクロ 

R4 シリーズ要望対応一覧 
システム開発意見要望の中で、今回 R4 シリーズで対応し

た一覧資料 

コンバートマニュアル 
コンバータを起動した際に表示される「マニュアル」ボタ

ンで表示されるコンバートマニュアル 

■財産評価と贈与税・相続税を 1システムで処理 

相続・贈与税に財産評価機能を包含して、1 システムになることで財産評価と申告処理間のシー

ムレスな連動を可能にしました。 

■ネットワーク環境での運用、共通基本情報（個人）が利用可能  

ネットワーク環境で運用できます。 

案件作成時、共通基本情報（個人）と関連付け、共通基本情報のデータを取り込むことができま

す。 

■財産ランチャーの導入により、財産の入力や管理がしやすい【財産評価】 

財産評価のメニューとして「財産ランチャー」を追加しました。全ての種類の財産の明細入力画

面をこの画面から起動します。タブ画面により財産を絞り込んで表示します。 

財産の検索機能を追加し、目的の財産が見つけやすくなりました。 

■土地及び土地の上に存する権利の評価（路線価方式）【財産評価】 

共有持分に対応し、２つの持分割合を入力できます。 

加重平均の計算などの入力補助機能を追加しました。 
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■取引相場のない株式の評価【財産評価】 

財務 R4 から会社名、事業年度、第 5 表の資産・負債の帳簿価額などのデータを取り込んで会社

を作成できます。 

資本金等の額のマイナス値の入力に対応しました。 

■新規帳票追加【財産評価】 

ご要望が多かった評価明細書を追加対応しました。 

・国税庁様式：森林・山林の立木の評価明細書、営業権の評価明細書、定期借地権の評価明細書 

・当社独自様式：土地及び土地の上に存する権利の評価明細書（倍率方式）、家屋の評価明細書 

■種類別財産入力の追加【贈与税】 

贈与案件の場合も取得した財産の明細は、種類別財産入力で入力します。 

相続案件と同様に、財産評価からの連動に対応しました。 

■種類別財産(債務)入力 財産の種類ごとの専用の入力画面に変更【相続税】 

財産の種類ごとの一覧画面と専用の明細入力画面の構成に変更しました。 

財産を取得した人や取得した人ごとの持分割合を一括で変更できます。 

一部未分割の財産入力に対応しました。 

■遺産分割協議書【相続税】 

用途ごとに複数の遺産分割協議書を作成できます。 

出力する財産を選択できます。 

財産明細部分を編集できます。 

■相続税のシミュレーション機能の充実【財産評価】【相続税】 

複数のプランからなる相続税試算表を作成できます。 

財産ごとに分割方法を設定できます。 

小規模宅地の特例をどの土地に適用すれば有利かのシミュレーションができます。 

システム共通で設定した基礎控除額や相続税率等を、相続税試算表のプランごとに選択してシ

ミュレーションができます。平成 27年 1月から適用される相続税率等を使用したシミュレーショ

ンが可能です。 

６．連動可能な製品バージョン 

製品名 バージョン 説明 

インターKX 財務会計 R4 

財務顧問 R4 Pro 

財務顧問 R4 Basic 

財務応援 R4 Premium 

Ver.14.10～ 取引相場のない株式の評価へ連動 

 

７．フォルダー構成 

■データベース 

¥ 

└ R4_RDB   ............................................ データベース格納フォルダー 

  └ sozoku_1 ...................................... 相続税平成 25年データフォルダー 

■プログラム 

¥ 

└ Program Files（64bitOSは Program Files(x86)） 

  └ Epson 

   └ R4 

    └ sozoku_1 ....................... 相続税平成 25年プログラム 
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８．パッケージの内容 

製品種類と梱包内容は、次のとおりです。 

8-1.インターKX 相続税R4 

【新規 1ユーザー版】 

・インターKX相続税R4 セットアップディスク  Ver.13.10   CD-ROM 1枚 

・インターKX R4シリーズ セットアップガイド 1冊 

・相続税R4 導入マニュアル 平成 25年 1冊 

・インターKX相続税R4 パッケージの内容 1部 

 

【アップグレード 1ユーザー版】 

・インターKX相続税R4 アップグレードセットアップディスク Ver.13.10 

                            CD-ROM 1枚 

・（旧製品）相続・贈与税顧問 セットアップディスク（H25.20） 

平成 19年版～平成 25年版                CD-ROM 1枚 

・（旧製品）財産評価顧問 セットアップディスク（H25.10） 

平成 19年版～平成 25年版                 CD-ROM 1枚 

・相続税R4 導入マニュアル 平成 25年 1冊 

・相続税R4 導入まるわかりガイドブック 1冊 

 

【追加 1ユーザー】 

・追加ライセンスのご案内 1部 

・InterKXR4シリーズ 追加ライセンスの登録手順 1部 

 

【アップグレード 追加 1ユーザー】 

・追加ライセンスのご案内 1部 

・InterKXR4シリーズ 追加ライセンスの登録手順 1部 
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8-2.相続税顧問R4 

【新規 1ユーザー版】 

・相続税顧問R4 セットアップディスク  Ver.13.10   CD-ROM 1枚 ※1 

・顧問R4シリーズ／応援R4シリーズ セットアップガイド 1冊 

・相続税R4 導入マニュアル 平成 25年 1冊 

・ユーザー登録と無償初期サポートのご案内 1部 

・サポート＆サービスあんしんＢＯＯＫ 1冊 

・R4シリーズ ソフトウェア年間保守サービス契約 申込書 1部 

・預金口座振替依頼書 自動払込利用申込書 1部 

・返信用封筒 1部 

・相続税顧問R4 パッケージの内容 1部 

 

※1 CD-ROMケースには、プロダクト IDを記載したラベルが貼付されています。 

ユーザー登録（保有商品登録）を行う際に必要となります。 

 

【アップグレード 1ユーザー版】 

・相続税顧問R4 アップグレードセットアップディスク Ver.13.10 

   CD-ROM 1枚  

・（旧製品）相続・贈与税顧問 セットアップディスク（H25.20） 

平成 19年版～平成 25年版                CD-ROM 1枚 

・（旧製品）財産評価顧問 セットアップディスク（H25.10） 

平成 19年版～平成 25年版                 CD-ROM 1枚 

・相続税R4 導入マニュアル 平成 25年 1冊 

・相続税顧問R4 導入まるわかりガイドブック 1冊 

・サポート＆サービスあんしんＢＯＯＫ 1冊 

・R4シリーズ ソフトウェア年間保守サービス契約 申込書 1部 

・預金口座振替依頼書 自動払込利用申込書 1部 

・返信用封筒 1部 

 

【追加 1ユーザー】 

・追加ライセンスのご案内 1部 

・顧問R4シリーズ／応援R4シリーズ 追加ライセンスの登録手順 1部 

・ユーザー登録と無償初期サポートのご案内 1部 

・R4シリーズ ソフトウェア年間保守サービス契約 申込書 追加 1ユーザー 1部 

・預金口座振替依頼書 自動払込利用申込書 1部 

・返信用封筒 1部 

 

【アップグレード追加 1ユーザー】 

・追加ライセンスのご案内 1部 

・顧問R4シリーズ／応援R4シリーズ 追加ライセンスの登録手順 1部 

・R4シリーズ ソフトウェア年間保守サービス契約 申込書 追加 1ユーザー 1部 

・預金口座振替依頼書 自動払込利用申込書 1部 

・返信用封筒 1部 

 

【マニュアルセット】 

・相続税R4 リファレンスマニュアル 平成 25年 Ver.13.1 1冊 

 

以上、よろしくお願いいたします。 


