
成長株 2020 Ver.10 Rev.01 改訂経緯 
 
[2022 年 12 月信用データ更新対応] 
 
Rv221206.zip をダウンロードして Lhaplus で ¥00 成長株に上書き更新を実行します。 
Version.bmp は ¥00 成長株¥bmp にも上書きします。 
DataGet 社の 12 月分の信用データの更新は、前年度分の更新ができるような特殊設定としていたのを 
解除して、普通に更新できるように変更。 
 
[表示改訂] 220512 決算データの更新画面で、リアルタイムに最新更新日を表示するように改訂 
 
[バグ修正] 220421 
 
日足の更新時、¥D4 になにも銘柄データ登録がないとエラーで DOS に落ちることに対処 
 
[ファイル変更] 220415 
 
成長株 2020 へと変更したことで 2010.bmp も 2020.bmp に変更。 
したがって 2020.bmp を ¥0 成長株¥bmp に入れることが必須です。 
 
[機能再確認]  20220413 
 
BoxChart の正常表示など、全体の機能を再確認し、成長株 2020 Ver.10 Rev.01 とする。 
対応するアイコンも 2010 から 2020 へと改訂。 
 
[新市場対応] 20220407 
 
新たな Prime, Standard, Growth 三市場への銘柄区分に対応して、従来の東証 1 部などの区分をすべて 
Prime, Standard, Growth への仕分けへと変更完了。現時点で前期 3 区分に属さない名証メインの銘柄が

あり、これらは DataGet 社のデータで区別されているため Growth 区分に含めた管理とする。 
 
この改訂に呼応した画面表示もおおむね機能できている。今後、使い込んで問題が生じれば逐一対応して

いく。 
 
[大幅改定] 20220405 Ver.10 Rev.00 
 
東証銘柄の市場区分が、プライム、スタンダード、グロースに 3 区分されたのに対応 
 特殊管理 5 としていた投信などの金融株の登録を抹消 
 当分はどこでどのような不具合が起きるかがわからず、様子を見ながら逐一改善していく方針 
 
[印刷削除] 220225 Rev.02 
 
株価データ一覧他、印刷モードすべてを削除（印刷として残すニーズがないと判断） 



 
[機能改善] 220222-3 Rev.01 
 
株価・信用データの更新時、1－3 月に昨年の 12 月のデータを遡って更新する場合のアルゴリズムを改良 
信用データの手入力更新時、[9]の入力で更新メニューに戻れるように改良 
 
[機能追加] 220217 Ver.9.5 Rev.00 
 
業績データの更新時、来期だけと今期と来期（2 期）両方の更新にわけて、無駄なカラ[ret]を押すことな

く、効率よく入力できるように改良 
 
[表示変更] 220122 Ver 9.4 Rev.00 
 
¥D4, ¥D5 をそれぞれ 特別管理 4, 特別管理 5 と表示し, 信用取組データの更新スキップ時にも日付を表

示 
 
[機能改善] 220118 
 
信用データの更新を ¥D4 まで実施した後、更新メニューにもどるよう改訂 
 
[機能削除] 20220105 
 
Volatility グラフが有効とは思えないため削除 
 
[機能追加] 20220104 
 
信用取組データの自動更新を ¥D4 まで拡張 
 
[機能改善] 20210101 Ver. 9.3 Rev.10 
 
¥D4 でのみ日足更新ができるように改訂 
 
[機能改善] 20211231 Ver. 9.3 Rev.09 
 
日足・週足の連続更新に ¥D4 を追加 
 
[表示の変更] 20211217 
 
総合メニュー：自動 → 一括; 作業を指定 → 番号で指定 
更新メニュー：信用取組データ 更新 → 一括更新 
 
[機能改善] 20211126-1203 Ver 9.3 Rev.08 
 



金融関連管理 ¥D5 の日足更新、週足半自動作成を ¥D1-D3 に続けて自動実施できるよう改訂 
無用な変数定義・設定を削除 
 
[機能改善] 20210517  Ver.9.3 Rev.07 
 
来期 1 株利益がゼロかマイナスの場合の処理法を改善し 
----- 表示横点線の数も減らした 
 
[表示の変更]  20210416 
 
1 株利益がゼロ以下の場合の、PER = -------- の表示に変更 
 
[表記の変更] 20210413 
 
業績データの修正画面で、来期純利益がマイナス（ゼロ扱い）の場合、仮の数値として 1 を採用して 
仮の PER を算出表示する方法に変更。 
 
[機能向上] 2021/02/23 
 
前年の株価‣信用データの更新ができるようにカスタマイズ機能 
を追加。 
 
[機能改善] 2021/02/13 
 
業績データの更新：数値の入力時に*/+などを間違って押した場合 
間違った入力部分すべてを消去して再入力を促す方法に改訂。 
 
[機能改善] 2021/01/28 
 
総合分析画面で[4]の選択で RCI グラフ表示に切り替えた段階で 
Volatility グラフも継続表示するように改訂 
 
[表示追加] 2021/01/07 
 
ボラティリティー: Volatility と画面内に表示 
成長株.exe は ¥00 成長株 に上書き 
Version.bmp は ¥00 成長株¥bmp に上書き 
 
[新規機能] 2021/01/06 
 
ボラティリティー変動指数を緑色グラフで表示 
Ver 9.3 Rev.01 とする 
 



[機能変更] 190903-4 
 
自動分析画像の表示=1 選択で、ローソク足チャートを連続表示する方式を採用 
Ver 9.2 Rev.01 とする 
 
[バグ修正] 180822 
 
株価データ補正：日足と週足の訂正時、日足補正時に週足補正なしで終了後、引き続き週足補正をしたあ

と日足が週足に置き換わるバグあり修正。 
 
[機能改善] 180428 
 
業績データの更新モード：今期、来期売上高の数値を少数以下 2 桁まで入力できるように改訂。 
 
[バグ修正] 180214 
業績データ更新モード：売上高数値の訂正後の黄色数値表示が正しく機能していないバグを修正 
 
[名称変更] 180205 
「成長株 2010」の運用ディレクトリー名を ¥KB から ¥00 成長株 へと変更 
理由：PC 初心者のユーザー様にご利用いただく際に、エクスプローラー検索で分かりやすい 
 
[機能変更] 180201: Ver 9.1 Rev.02 
業績データの更新モード：総資産、純資産の更新を自動スキップする仕様を元に戻し、更新不要時には[CR]
でスキップし、全入力後に個別更新はできるように変更。 
 
[表示変更] 180112; Ver. 9.1 Rev.01 
総合分析ローソク足チャートの高値圏マークの黄色丸印を最新のマークだけの表示に変更。 
 
[バグ修正] 180109 
財務データ修正モード：来期経常利益の修正・更新時、新データへの置換表示が機能しなくなっていた 

バグを修正。 
[表示改訂 171124 
データの修正：総資産、純資産の入力更新へとジャンプさせる場合も、他の財務指標を表示し、必要で 

あれば今期売上高以降のデータ変更ができるように改訂 
[微調整] 171123 
データの修正モード：必要ではない作業指示表示がでないように修正 
 
[機能改訂] 171117 
管理市場が変更になった場合、市場変更だけで終われるように改訂。 
今回の改訂版を Ver. 9.1 Rev.00 とし、Version.bmp を ¥KB¥bmp 内に上書きのこと。 
 
[機能改訂] 171114 
データの修正モード：財務データの更新・修正に際し、1 株利益の数値は桁下げなしの利益額を入力するこ



とにして、総合分析画面表示や PER 値の算出にそのまま採用。「成長株」HP にアップする Nov. 18, 2017
の株価データ以降、株価桁下げ銘柄の 1 株利益数値をすべて実利益額に変更。  
（従来は 1 株利益を株価の桁下げと対応させていたため、総合分析画面では実績利益額へと変換した数値

表示をしていた） 
また、財務データ更新・修正時、業績=[0]を選択した場合、総資産、純資産、更新日付の入力をスキップし、

必要なら 19, 20, 21 を指定して更新・修正ができるように変更。 
 
新規銘柄の登録モード：データの修正モードと整合させた順番に入力項目を変更。 
 
 [表示変更] 170908 
総合分析の逆ウォッチ曲線グラフ下の平均出来高数値表示が大きすぎて、%つき表示となる不具合を 
訂正。 
 
[バグ修正]  017/03/30 
新規登録時、株価桁補正、出来高調整、業種管理区分、信用管理、単元株数の数値を訂正再入力した際、 
変更された数値が適正に訂正表示されないバグを修正。 
 
[機能改善] 2017/03/17 
自動分析時に、登録画像の表示 ON としているのに、画像が出ないことがあり対応。それでも画像が出な

い場合が発生するかどうか、しばらく様子を見る。 
 
[表示変更]  2017/03/15 
総合分析画面の今期/来期 1 株利益の表示は、これまで株価桁下げ分、小さい数値表示（例：1 桁下げの場

合、ここの表示数値も 1 桁下げ）としてきたが、実際の 1 株利益数値の表示へと変更。ただし、業績財務

データの更新部分での 1 株利益数値は、従来通り株価桁下げに対応した桁下げ数値を登録する。 
 
[機能改善] 2016/10/25 
権利落ち等の株価補正：日足/週足の株価変更アルゴリズムを改訂 
 
[機能改善] 2016/03/10 
 
DataGet 社が株価データ利用料金の大幅値上げを決定したため、無料受信利用ができる株価情報データの

有用性を考え、株価情報がサポートする週足利用だけでは不安なので、週足の半自動作成機能を復帰させ

た。ただし株価情報データは信用データをサポートしていないことは要注意で、重点管理銘柄だけでも手

入力更新するよりほかなし。 Ver. 9.0 Rev. 05 とする。 
 
[表示改善] 2016/02/09 
 
総合分析画面で[ESC]を押して財務指標をみる際、2016/02/09 の三井金属（5706）決算予想のように、い

きなり大幅減益となる場合の減益率表示部分を小数なしのマイナス数値表示へと改訂。 
 
[機能強化]  2016/01/06 
 



カスタマイズモードで、データ格納ドライブ名の設定が正しくない場合などのエラー処理を追加。 
 
[バグ修正] 2015/10/03 
 
データ修正モード：財務データ更新時、全項目の更新終了後に、1 株利益数値を再訂正した場合、PER の

表示がずれて PEPER となるバグを修正。 
 
[表示変更] 2016/09/16 
データの修正モード：株価閲覧画面で“（週足未登録）”と市場区分表示が重なっているのを改善。 
 
[バグ修正] 2015/07/31 
自動分析の開始番号として、登録されていない 8500 などの 4 桁の数値を入力した場合への対処機能であ

る、入力数値に近い数値のコード番号を自動選別する際、DOS に落ちるバグあり、修正。 
 
[表示改訂] 2015/07/24-25 
株価日足・週足の更新日付入力場面のファイル名表示を、入力値 3 桁、4 桁に対応して表示位置が整合す

るように改訂。 
 
[機能復帰] 2015/07/22 
インターネット利用で受信できる無料株価データ「株価情報」を一度削除したが、復活を希望される声が

あり、復帰。ただし、この受信データには、名証 2 部や信用取組データのサポートがない。なお、今回の 
改訂でカスタマイズファイル Drvset.dat の設定値にズレが起きる可能性が高く、あらためてカスタマイ

ズ画面を出して見直し、設定が異常値となっていれば訂正願います。 
今回の改訂版以降 Rev. 04 とする。 Version.bmp を ¥KB¥bmp に上書きのこと。 
 
[バグ修正] 2015/07/17 
株価の桁調整：最初からではなく、レコード途中から 10 倍とかの桁調整をした際、本来変更無用の 1 株利

益、桁下げ調整係数の登録数値が、桁調整を反映させて変更されるバグあり訂正。 
 
[機能改善] 2015/05/22 
上場市場の変更アルゴリズムを改訂し、市場変更をしていない時点で右上に変更前の登録市場が正しく表

示されていない不具合を解消。この改訂が適用しにくい特殊管理モードでは市場変更不可とし、特殊管理

モードで売上高以降の業績データ入力をスキップできるように改訂。 
 
[機能改善] 2015/05/20 
業績データ更新時、財務総資産以降へとジャンプ更新時でも、登録更新日を表示するように改訂 
 
[表示変更] 2015/05/19 
日足更新のファイル名入力画面表示を一部改訂 
 
[バグ修正] 2015/05/18 
一週間分の日足更新に際し、53 のような 2 桁数値の入力では更新ができなくなっているバグを修正。 
 



[表示変更] 2015/05/12 
株価データ一覧表示画面上部の市場表示を、東証 1 などに変更。 
その他の部分で、おおまかに東証 1 部、2 部とした表示は残る。 
 
[バグ修正] 2015/05/09 
致命的バグではないが、財務データ更新時に入力済み数値を訂正する際、元の数値表示の一部が残存表示

されるバグを修正。 
 
[機能改善] 2015/04/28 
業績データ更新時、[ESC]キーで銘柄 Jump としていたが、テンキーから遠くて機能的でなく、近くの[End]
キーへと変更。周りのキーを誤タッチしてもエラートラップで無効となるようにも対処。 
 
[機能改善] 2015/04/25 
株価更新日付指定画面の表示を改訂。 
 
[バグ修正] 2015/04/17 
株価日足１週分更新の際、指定入力数値 2 が右側に余分に表示されるバグあり訂正。 
 
[信用更新] 2015/04/14 
東証 1 部の更新以降、更新日付の再入力が必要な仕様に変更されていたのを、連続自動更新仕様へと戻す 
 
[カスタマイズ機能改訂] 2015/04/09 
インターネット利用の株価データを DataGet 社に限定すべくカスタマイズ内容を刷新 
 
[機能整合] 2015/04/08 
株価データ更新ソースとして東洋経済社分を完全に削除し、カスタマイズで空打ちとなっていた No.8 を

次項目へと割り振って全体整合を計り、Rev.03 とする。 
Version.bmp を ¥KB¥bmp に上書きのこと。 
 
[表示改善] 2015/03/10 
綜合分析表示画面で、鍵足チャートの下に株価桁下げ銘柄だと示す部分を、黄色ハイライト表示に変更し

て分かりやすくした 
 
[表示改善] 2015/02/10 
2/08 改訂部分をさらに１部２部と表記して明瞭に区別 
 
[表示改善」 2015/02/08 
データ修正モードの右上表示部：1 部；東証と名証、および東証 1・2 部を区別表示 
 
[異常時対応] 2015/01/07 
成長株システムファイル全体 (¥KB）を別ドライブにコピーして利用する際、カスタマイズ設定ファイル：

DRVSET.DAT を TeraPad などでドライブ名だけ変更編集した場合、カスタマイズ設定数値のいくつかが

範囲指定数値外の異常値に勝手に置き換わってエラーとなるのを回避するエラートラップ機能を追加 



 
[バグ訂正] 2014/11/18 
信用残データ表示画面で、3)修正 を選択後[CR]を押すと DOS に落ちるバグあり訂正。 
 
[機能改善] 2014/06/06 
東証・名証双方に上場している銘柄で、名証で売買なく東証だけ成立している場合に、名証のゼロ商いを

スキップするプログラミングが、なぜかコード＝2169 で機能しない不具合あり、アルゴリズムを改訂。 
 
[表示改訂] 2014/04/11 
総合分析画面の鍵足チャート下、業績データ更新画面、選別メニューA,B 画面など、東証 1･2 部、JASDAQ、

東証マザーズの表示を改訂（一部は非表示に変更）。 
 
[バグ修正] 2013/12/28 
カスタマイズ画面の 7 番で変更データが反映できていない 
バグあり修正。 
 
[バグ修正] 2013/07/31 
業績データ更新：来期純利益の入力値表示部分に今期数値が表示されるバグを修正 
 
[設定変更] 2013/07/18 
東証 1 部の市場区分数値をゼロから 1 へと変更（数値 1 はこれまで大証区分に採用していた）。 
ECONO.dat のデータすべてに影響するため、今週末 KD130718.zip で全データを置き換えることが必須。 
東証 1,2 部の信用更新ができなくなっているバグを修正。 
 
[機能改善] 2013/07/16 
大証・東証の統合に対応し、市場区分から大証を消去。Version.bmp も変更 → ¥KB¥bmp に上書き。 
 
[機能改善] 2013/05/17-18 
業績データの更新モード：少数以下 2 桁表示のアルゴリズムを変更し、使用メモリー効率を向上。 
しばらく動作安定性を確認してからサポート。 
 
[表示変更] 2013/04/25 
業績データ更新モード：次期 1 株利益の入力後に表示する PER 値の表示位置を左へと 2 桁移動（間延び

表示を回避） 
 
[表示変更] 2013/04/24 
PER 値の桁数が大きい場合、%つきの表示となるのを是正 
 
[バグ修正]  2013/02/22 
日経平均、TOPIX の総合分析画面の上段右隅の乖離率表示が正しく機能していないバグを修正。 
 
[バグ修正]  2013/02/15 
株価異常値の訂正モードで No.141-150 の数値画面表示時に No.131-140 のデータが消えないバグを修正。 



 
[機能改善] 2013/01/08 
業績更新モード信用管理=2 とすれば、信用データとして、途中から日々公表銘柄データを採用管理できる

ように改善。日々公表データは日経新聞をみての翌日手入力更新となりその時点で初めて株価終値が正し

く日足終値に対応する。まずは 4100, 6753, 8029 を対象に設定。 
元の週一管理に戻すには上記モードで信用管理=1 に戻す。 
 
[表示改善] 2013/01/07 
信用取組データ表示画面のタイトル（売残など）を矯正 
 
[バグ修正] 2012/12/26 
データ修正モード：7 番メニューで出来高の桁調整を実行する段階で、日足と週足の選択時点でハングア

ップするバグを修正。 
 
[表示改善] 2010/10/26 
カスタマイズ：変更数値をリアルタイムに変更表示するように改善 
 
[表示改善] 2010/10/19 
業績データの最終変更（中止＝99 の右）時、入力数値が矢印右に残らないように改訂。 
 
[表示改善] 2012/09/27 
カスタム：変更入力値の残像を消し、ハイライト表示をリアルタイムに変更表示するように改善。 
 
[表示改善] 2012/08/14-15  
総合分析画面：[ESC]で出す財務指標の数値表示を改善、ROE, PEG の無意味なマイナス数値を --- 表示

に変更。 
 
[機能復帰] 2012/07/31 7:11 
株価桁調整：桁下げを 2 から 1 へと変更する機能を復帰。 
 
[機能 up]  2012/07/05 11:41 
株価桁調整数値の変更をした場合、1 株利益額の桁変更を自動的に実行するように改訂。Rev.02 
 
[機能 up]  2012/04/21 6:43 
業績データ更新時、確定書込み直前に 99 の入力で中止ができるよう機能改善。 
 
[機能 up]  2012/04/18 10:03 
1 株利益も小数 2 桁まで採用 
 
[機能 up]  2012/04/17 10:46 
業績データ更新時、小数以下数値表示の桁ぞろえ 
 
[機能 up]  2012/04/15 7:26 



業績数値小数 3 桁の入力を受け付けないようエラートラップ 
を設定。 
 
[機能 up] 2012/04/14 14:23 
業績データ更新：経常利益と純利益を百万円(億単位で小数以下 2 桁）まで入力・記録・表示できるように

改訂。同時に総合分析画面[ESC]で出す業績データ推移表記部を改訂。 
 
[機能改善] 2012/03/19 17:11 
日足更新日付の入力時、数値以外のテンキー・ミス入力を受け付けないように機能改善。 
 
[バグ修正] 2012/03/16 6:29 
各種銘柄リスト表示画面で、右上に表示しているページ数値が正しく表示できていないバグを修正。 
[バグ修正] 2012/03/14 11:33 
DataGet 信用データ更新の直後に、日経平均用三市場信用残の更新を選択実行すると、正しいファイル読

込みができていないバグあり修正。 
 
[表示変更] 2012/02/28 5:52 
データ修正モードの総合資産数値変更メニュー00 のタイトルを財務から資産へと変更。同時に、番号 1 指

定で銘柄名の変更を選択した際、右側第 5 項の頭部分が消える不具合を修正。Version 8.8 Rev.09 に変更 
 
[バグ修正] 2012/02/24 18:03 
総合分析：一目均衡分析を選択後に次の表示に移行した際、先行 A=・・・の表示残が Fast Slow RSI と
いう表示を乱すバグあり修正。 
 
[バグ修正] 2012/02/18 9:11 
信用残の 12,24 番目データの修正後、信用残データ全表示が消えてしまうバグを修正。 
 
[機能改善] 2012/02/17 5:57 
持株・実績管理双方の銘柄登録入力項目に番号を付し、項目ごとに訂正ができるように機能アップ。 
Version 8.8 Rev.08 に変更。Version.bmp を ¥KB¥bmp に上書きのこと。 
 
[バグ修正] 2012/02/09 16:54 
総合分析画面で RCI グラフに切替えた際、RCI 長期期間数値が株価 4 本値日付と重なるバグあり、一行下

の表示に変更 
 
[表示変更]  2012/02/08 21:04 
総合分析画面で[ESC]を押して表示する財務指標中、減益幅が大きい際の変化率数値も大きくなって桁オ

ーバーの%がついてしまう不具合に対応 
 
[表示変更] 2012/01/31 15:24 
財務データ更新・修正モードの株主資本を資本計純資産という表現に変更 
 
[表示改善] 2011/07/22 10:10 



逆ウォッチ曲線描画部に[ESC]ON で切替え表示させる財務指標の純利益変化率(％)数値が 4 桁を超える場

合、少数以下の数値は表示しないように変更 
 
[バグ修正] 2011/07/15 18:31 
データの修正：信用取組表示画面において、前=[BS}次=CR で銘柄変更する際、信用管理をしていない銘

柄前後にスキップできないバグを修正。 
 
[信用桁調整] 2011/07/12 18:06 
東証 1 部：9479（インプレス HD)の信用残データ桁調整を桁下げなしから、3 桁桁下げに変更 
（これまではプログラミングで個別に強制桁調整をしていた） 
 
[機能改善] 2011/05/11 5:57 
業績データ更新時、更新年月日の変更は不要なので番号 11-20 に改訂。 
 
[機能改善] 2011/05/10 9:35 
データ更新モード：総資産と株主資本の更新を後半へと移して関心銘柄以外ではスキップ可能とし、必要

時に選択更新できるように改訂。これらは ROE, PBR, PEG 算出に必要な数値で、少しの変動はあるが業

績データほどには頻度高く更新する対象ではないと判断。関心のある銘柄はフォローすればいい。 
Rev.07 とする。 version.bmp を ¥KB¥bmp に上書き。 
 
[メニュー表示改訂] 2011/04/14 12:17 
起動総合メニューの表示を、できるだけ実態内容に近い文言に改訂。 
 
[選別 A メニュー改訂] 2011/04/12 18:00 
多分、利用頻度が低くて分かりづらい「高安 3 連続上下」を削除して「1 株利益≧50 円、伸率 5％」及び

「-11％≦RCI≦11％示現銘柄」の選別機能に入れ替え。 
選別 A,B 機能全体のプログラミングを大幅に整合改訂したため、しばらくはバグが出る可能性がある。 
Rev.06 とする：Version.bmp を ¥KB¥bmp に上書き 
 
[機能改善] 2011/03/31 6:09 
カスタマイズ設定で受信データの種類をすべて利用しないにしてしまうと、株価日足・週足更新ができな

くなるバグありカスタマイズ画面で警告を出すように機能改善。  
 
[スリム化] 2011/03/16 7:31 
銘柄並べ替え、削除時に予備として作成していた ECONO.OLD が有用となる機会は稀なので、アルゴリ

ズムを変更してスリム化。 
 
[表示改善] 2011/03/07 14:23 
データの修正モード：銘柄一覧表示画面で、日・週足訂正時には株価更新最終日、業績データ更新時には

業績最終更新日をリスト表示するように改善。 
Rev.05 とする。 Version.bmp を ¥KB¥bmp 内上書き 
 
[機能強化] 2011/02/04 11:20 



転送可能ドライブを自動認識して知らせるエラートラップへと改訂。ただし、各ドライブに ¥D1 ¥D2 ¥D3 
¥D4 が作成されていないとディレクトリーが無いとの警告がでます。 
Ver.8.8 Rev.4 とし、 version.bmp を¥KB¥bmp に上書き。 
 
[機能強化] 2010/02/01 20:01 
編集モード：転送時に存在しないドライブ名を入力した場合 DOS に落ちないエラートラップを新設 
 
[表示変更] 2011/02/01 7:32 
株価終値の前回との比較表示を以下のように変更 
  "  ﾅｼ" → " ---"； "  --" →  "  ±0" 
 
 [バグ修正]  2011/01/24 19:41 
自己持株、投資成績（実績）モードの年利（％）計算ルーティンが 2010 年-2011 年にまたがる場合、正し

く機能していないバグあり修正。 
 
[機能改善] 2011/01/20 18:29 
業種別日足を JQ 後に自動作成更新するよう改善。 
 
[機能改善] 2011/01/13 7:31 
業績データ更新時、来期 1 株利益を更新した段階で PER を算出し上部、株価終値表示の右に PER 数値を

表示するように機能改善。株価終値が PER 面でどのていど反映されているのかを知るため。 
 
 [機能改善] 2010/12/03 8:45 
総合分析画面下の株価 4 本値表示に前回との終値差を追加表示。 
Rev. 02 とする。VERSION.bmp を¥KB¥bmp に上書き。 
 
[バグ修正] 2010/12/01 7:24 
データ転送指定先として存在しないドライブ、ディレクトリー名を指定した場合、画面が停止状態となる

バグあり修正。対処法は、入力ミスであれば再入力、指定ディレクトリーがない場合は[ESC]で中止し、デ

ィレクトリーを作成後に再実行。 
 
[バグ修正] 2010/11/14 18:07 
株価下げをしていない銘柄に対して桁下げをした際、調整係数が登録できていないバグあり修正。 
 
[新規表示] 2010/11/09 8:09 
データ修正モード：業績データ更新画面の株価終値右に前日の終値との差を表示するように改訂。この表

示で、大幅増益などの変化を察知できたとき、その変化がすでに株価に反映されているのかどうかを、デ

ータの更新時点で知ることができる。 
 
 [バグ修正]  2010/10/15 17:55 
自動分析を東証 1 部から東証 2 部、JASDAQ へと連続実施する際、東証 2 部以降で画像が固定されてしま

うバグを修正。 
 



[バグ修正] 2010/10/10 8:12 
総合分析画面[ESC]で財務データを表示した状態で[SPC]による日足：週足切り替えをした際に、新値足・

鍵足チャートが表示されないバグを修正。 
 
[バグ修正] 2010/09/19 7:09 
データ修正モード：業績修正メニュー選択後のリスト表示画面で[SPC]を押しても前ページにもどらない

バグを修正。 
 
[ヘラクレス／Jasadaq 統合対応] 2010/09/17 
2010/10/02 に大証ヘラクレスが Jasdaq に統合されるため、画面表示などヘラクレス関連を削除し、この

変更を機に V2008 から「成長株 2010：Ver 8.8 Rev.01」へと改訂。東証 2 部内で管理をしてきたヘラクレ

ス銘柄は 10 月 2 日にすべて Jasdaq に移行。 
[機能改善] 2010/09/07 17:44 
株価桁調整時、万一、桁調整が不要な銘柄に対して 10 倍、又は 1/10 補正等を実施しても調整係数はゼロ

維持とし、すぐに 1/10 又は 10 倍補正で元に戻せるように改善。 
 
[表示調整] 2010/08/25 17:24 
信用取組み画面２の No.24 データの表示位置がずれているのを修正。 
 
[基準変更] 2010/06/10 6:17 
株価乖離率基準を長期移動平均期間（通常 25 日・週）に変更 
 
[表示改善] 2010/04/20 18:55 
信用データ更新時、Jasdaq の更新開始銘柄が、ページ先頭からとなっていないのを改善。 
 
[機能復帰] 2010/03/16 6:08 
データの修正：コード番号ゼロ指定で財務データ修正・更新をする画面で、株価表示が消えていたのを復

帰。 
 
[機能改善] 2010/03/12 11:30 
実績管理：配当を通常銘柄コードで登録する方法に改訂。 
 
[バグ修正] 2010/02/23 7:56 
データの編集：銘柄削除後の並べ替えで、出来高数値が一時的に初期化されてゼロとなるバグを修正。 
 
[機能改善] 2010/02/16 10:01 
データ修正モード：業績データの更新・修正を選択する銘柄の一覧表示を、コード番号、業績データ更新

日、及び銘柄名だけの一画面 80 銘柄表示へと改訂。 
 
[機能改善] 2010/02/03 10:04 
データ修正モード：信用取組データ一覧表示画面の売残/買残比の倍率ゼロ以下を下 2 桁まで表示するよう

に改訂。1 月以降の改訂をあわせて Rev.07 とする。 
 



[機能改善] 2010/01/15 7:45 
持株、実績管理モードの年利率計算アルゴリズムを 2010 年以降永年的に適用できるように改訂。 
 
[バグ修正] 2010/01/07 11:19 
編集モードの銘柄転送時、重ね書き更新を選択した際、転送先に該当銘柄がない場合にエラーとなって

DOS に落ちるバグあり訂正。 
 
[2010 年対応] 2010/01/04 10:54 
DataGet 社データファイル使用によるデータ更新、を西暦 2010 年以降永年対応できるように対処。 


