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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　紙幣の投入及び排出を中継する紙幣入出金口と、前記紙幣入出金口を介した投入及び排
出に応じた入金額及び出金額を記憶する記憶部と、前記紙幣入出金口を介して投入された
紙幣を鑑別する紙幣鑑別部と、前記紙幣鑑別部によって鑑別された紙幣を一時的に保留す
る一時保留部と、紙幣の釣銭準備金を収納する紙幣釣銭収納庫と、回収すべき紙幣を収納
する紙幣回収庫と、不良及び金種不明のうちの少なくともいずれかの紙幣を収納する紙幣
リジェクト庫と、前記一時保留部に保持されている紙幣を前記紙幣鑑別部による鑑別結果
に応じて前記紙幣釣銭収納庫と前記紙幣回収庫と前記紙幣リジェクト庫とのうちのいずれ
かに搬送する紙幣搬送手段と、を含む現金管理装置であって、
　前記記憶部に記憶されている入金額及び出金額に基づいて算出した売上金額と前記紙幣
回収庫の現在収納額との差額を算出して売上差額を得る売上差額算出手段と、
　前記紙幣リジェクト庫に収納されている現金の取出し指示の表示をする現金取出し指示
表示手段と、
　前記取出し指示の表示の後に取り出された紙幣のうち前記売上差額に相当する額の紙幣
を前記紙幣入出金口を介して投入すべき旨の入金指示を表示する差額入金指示表示手段と
、　を含むことを特徴とする現金管理装置。
【請求項２】
　前記現金取出し指示表示手段が、前記売上差額が取出し指示規定額以上である場合に前
記紙幣リジェクト庫に収納されている現金の取出し指示の表示をすることを特徴とする請
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求項１に記載の現金管理装置。
【請求項３】
　前記入金指示に応じて前記紙幣入出金口を介して投入された紙幣の額と前記紙幣回収庫
の収納額との合計額が前記売上金額を下回っている場合にその不足額に相当する額の紙幣
を前記紙幣釣銭収納庫から前記紙幣回収庫へ搬送する紙幣不足額搬送手段をさらに含むこ
とを特徴とする請求項１または２に記載の現金管理装置。
【請求項４】
　前記紙幣リジェクト庫の着脱を検知する着脱検知部と、
　前記着脱検知部による前記紙幣リジェクト庫の取外しの検知に応じて当該取外しの際に
おける前記紙幣リジェクト庫からの取出し金を前記紙幣入出金口へ入金すべき旨の指示を
表示する取出し金入金指示表示手段と、を更に含むことを特徴とする請求項１乃至３のい
ずれか１に記載の現金管理装置。
【請求項５】
　前記不足額搬送手段は、前記紙幣釣銭収納庫に収納されている紙幣について金種毎に所
定の釣銭設定残数を上回っているか否かを判別し、上回っていると判別した場合に当該紙
幣を前記紙幣釣銭収納庫から前記紙幣回収庫へ搬送することを特徴とする請求項３に記載
の現金管理装置。
【請求項６】
　硬貨の釣銭準備金を収納する硬貨釣銭収納庫と、
　回収すべき硬貨を収納する硬貨回収庫と、
　前記紙幣釣銭収納庫に収納されている各金種の紙幣の枚数が所定の釣銭設定残数以下で
ある場合に、前記不足額に相当する硬貨を前記硬貨釣銭収納庫から前記硬貨回収庫へ搬送
する硬貨不足額搬送手段と、を更に含むことを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１に
記載の現金管理装置。
【請求項７】
　前記硬貨不足額搬送手段は、前記硬貨釣銭収納庫に収納されている各金種の硬貨につい
て所定の硬貨最大回収個数を上限とした個数だけ前記硬貨回収庫へ搬送することを特徴と
する請求項６に記載の現金管理装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、小売店や流通店舗などに設置され、釣銭準備金の出金や売上金の収納などの
現金管理を行う現金管理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えばスーパーマーケットやコンビニエンスストアなどの小売店などに設置され、その
店舗における釣銭準備金や売上金などの現金の管理を行う現金管理装置が知られている。
通常の現金管理装置は、店舗内の各レジスタへ釣銭としてセットするための釣銭準備金の
払い出し機能、各レジスタに蓄えられた現金を売上金と釣銭準備金とに分別して収納する
収納機能、入出金額に基づいてレジスタ毎の売上金額などを算出及び管理する金額管理機
能などを備えている。例えば、特許文献１及び２に上記した各種機能を備えた現金管理装
置及び現金処理装置が開示されている。
【特許文献１】特開２００８－０６５５６６号公報
【特許文献２】特開２００５－０３８０６２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、特許文献１に開示される現金処理装置は、紙幣の自動鑑別により金種不
明とされた紙幣をリジェクト紙幣として現金処理装置内に収納可能としたものであるが、
収納されたリジェクト紙幣を有効利用できておらず、売上金を回収庫に収納する際の不足
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分を例えば５千円券や千円券などの釣銭準備金として残すべき金種の紙幣により補充する
ことになり、釣銭準備金が不足してしまうという問題があった。
【０００４】
　また、特許文献２に開示される現金管理装置は、売上金を回収庫に収納する際に高額金
種の現金から順に優先的に収納しているので、５００円硬貨や１００円硬貨などが余分に
釣銭準備金として現金管理装置内に残る一方、釣銭として使用可能な５千円券や千円券が
全て収納され、釣銭準備金として残すべき５千円券や千円券が不足してしまうという問題
があった。
【０００５】
　本発明は上記した如き問題点に鑑みてなされたものであって、釣銭準備金が不足しない
ように回収に係る売上金の不足分を補充できる現金管理装置を提供することを目的とする
。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明による現金管理装置は、現金の投入及び排出を中継する現金入出金口と、前記現
金入出金口を介した投入及び排出に応じた入金額及び出金額を記憶する記憶部と、前記紙
幣入金口を介して投入された紙幣を鑑別する紙幣鑑別部と、前記紙幣鑑別部によって鑑別
された紙幣を一時的に保留する一時保留部と、紙幣の釣銭準備金を収納する紙幣釣銭収納
庫と、回収すべき紙幣を収納する紙幣回収庫と、不良及び金種不明のうちの少なくともい
ずれかの紙幣を収納する紙幣リジェクト庫と、前記一時保留部に保持されている紙幣を前
記紙幣鑑別部による鑑別結果に応じて前記紙幣釣銭収納庫と前記紙幣回収庫と前記紙幣リ
ジェクト庫とのうちのいずれかに搬送する紙幣搬送手段と、を含む現金管理装置であって
、前記記憶部に記憶されている入金額及び出金額に基づいて算出した売上金額と前記紙幣
回収庫の現在収納額との差額を算出して売上差額を得る売上差額算出手段と、前記売上差
額が取出し指示規定額以上である場合に前記紙幣リジェクト庫に収納されている現金の取
出し指示の表示をする現金取出し指示表示手段と、前記取出し指示の表示中に取り出され
た紙幣のうち前記売上差額に相当する額の紙幣を前記紙幣入金口を介して投入すべき旨の
入金指示を表示する差額入金指示表示手段と、前記入金指示の表示中に前記現金入出金口
を介して投入された紙幣の額と前記紙幣回収庫の収納額との合計額が前記売上金額を下回
っている場合にその不足額に相当する額の紙幣を前記紙幣釣銭収納庫から前記紙幣回収庫
へ搬送する紙幣不足額搬送手段と、を含むことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明による現金管理装置によれば、売上金として回収すべき金種及びその数量と釣銭
準備金として残すべき金種及びその数量とを適正に確定することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　以下、本発明に係る実施例について添付の図面を参照しつつ詳細に説明する。
＜第１の実施例＞
　図１は本実施例による現金管理装置１を表すブロック図である。
【０００９】
　現金管理装置１は、主制御部１１と、表示部１２と、カードリーダ１３と、入力部１４
と、伝票印刷部１５と、記憶部１６と、紙幣取扱部２０と、硬貨取扱部３０と、を含む。
【００１０】
　主制御部１１は、現金管理装置１内の各部を制御して各種の処理を実行する。例えば、
入金額、出金額、紙幣釣銭収納庫２６及び硬貨釣銭収納庫３７内の収納額、紙幣回収庫２
７及び硬貨回収庫３８内の収納額及び紙幣リジェクト庫２７内の収納額などを管理し、こ
れらの金額を記憶部１６に記憶せしめる。主制御部１１は、これら入金額や収納額などを
後述する紙幣鑑別部２３及び硬貨鑑別部３３による金種毎の計数から把握している。なお
、この処理は、紙幣取扱部２０内の制御部２１及び硬貨取扱部３０内の制御部３１の各々
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が行っても良い。
【００１１】
　表示部１２は、例えばＬＣＤなどの表示画面を備えており、主制御部１１の指示に応じ
て各種の処理操作の案内および入金処理や出金処理の金種別の金額やその合計金額などを
表示する。
【００１２】
　カードリーダ１３は、店舗内のレジスタ（図示せず）に蓄えられている現金を入出金す
るレジ担当者や売上げの締めを行う管理者などがそれぞれ携帯するＩＤカードに記憶され
ているＩＤ番号などの情報を読み取り、その読み取り結果を主制御部１１へ通知する。
【００１３】
　入力部１４は、レジ担当者や管理者が入金処理、出金処理、締め処理及び売上げ回収処
理などの実行指示を受け入れ、その指示内容を主制御部１１へ通知する。入力部１４は、
これらの処理に係る実行指示を入力するための操作キー及び売上金の金額などを入力する
ためのテンキーなどからなる。表示部１２にタッチパネルを採用した場合、入力部１４は
表示部１２へのタッチに応じて生成された信号を実行指示として受け付けるようにしても
良い。
【００１４】
　伝票印刷部１５は、主制御部１１の指示に応じて、現金管理装置１による入金処理や出
金処理の金額（金種別の枚数を含む。）などを、伝票に印刷して出力する。この際、伝票
印刷部１５は、記憶部１６に記憶されている入金額や出金額などを参照して印刷及び出力
する。
【００１５】
　記憶部１６は、主制御部１１が実行するプログラムや主制御部１１による各種処理結果
などを格納する。各種処理結果としては、例えば入出金処理履歴、回収庫交換履歴、釣銭
収納庫履歴、回収庫入金履歴及びリジェクト庫入出金履歴などがある。主制御部１１が、
後述する制御部２１及び制御部３１と連携してこれらの履歴を更新する。より詳細には、
主制御部１１は、後述する紙幣鑑別部２３及び硬貨鑑別部３３による鑑別及び金種毎の計
数結果に基づいてこれらの履歴を更新する。また、主制御部１１は各種計算時にこれらの
履歴を参照して計算を行う。
【００１６】
　図２は現金管理装置１による入出金の処理履歴を表す入出金処理履歴テーブルの一例を
表す図である。「通番」は処理毎に付される通し番号である。「レジＮｏ．」は店舗内の
レジスタ毎に付される固有の識別番号である。識別番号はカードリーダ１３によってＩＤ
カードから読み出された情報であり、レジスタ毎の集計をする際に利用される。「利用者
ＩＤ」は利用者毎に付された固有の識別番号である。「処理日時」は入金または出金処理
を行った日時である。「区分」は当該処理が入金処理であるか出金処理であるかを表すも
のである。「処理金額」は入金又は出金された金額である。「万」、「五千」、・・・、
「一円」は、処理金額を構成する金種別の枚数を表す。「締め日時」は締め処理を行った
日時である。
【００１７】
　図３は現金管理装置１による紙幣回収庫２７及び硬貨回収庫３８の交換履歴を表す回収
庫交換履歴テーブルの一例を表す図である。締め処理によって売上金が収納された紙幣回
収庫２７及び硬貨回収庫３８を現金管理装置１から取り外して回収し、中身が空の別の紙
幣回収庫２７及び硬貨回収庫３８を現金管理装置１にセットする交換処理の履歴を表すも
のである。「通番」は処理毎に付される通し番号である。「利用者ＩＤ」は利用者毎に付
された固有の識別番号である。「処理日時」は回収又は交換処理を行った日時ある。「区
分」は当該処理が回収処理による交換であるか交換処理による交換であるかを表すもので
ある。「回収庫ＩＤ」は紙幣回収庫２７及び硬貨回収庫３８の各々に付された固有の識別
子であり、交換前後の識別子が記録されている。「処理金額」は交換された収納庫内の金
額である。「万」、「五千」、・・・、「一円」は収納金額を構成する金種別の枚数を表
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す。
【００１８】
　図４は紙幣釣銭収納庫２６及び硬貨釣銭収納庫３７の入出金履歴を表す釣銭収納庫履歴
テーブルの一例を表す図である。「通番」は処理毎に付される通し番号である。「処理日
時」は入金または出金処理を行った日時である。「区分」は当該処理が収納庫からの出金
であるか収納庫への入金であるかを表すものである。「処理金額」は収納庫からの出金額
又は収納庫への入金額である。「万」、「五千」、・・・、「一円」は出入金額を構成す
る金種別の枚数を表す。
【００１９】
　図５は紙幣回収庫２７及び硬貨回収庫３８の入出金履歴を表す回収庫入金履歴テーブル
の一例を表す図である。「通番」は処理毎に付される通し番号である。処理日時」は入金
または出金処理を行った日時である。「回収庫ＩＤ」は紙幣釣銭収納庫２６及び硬貨釣銭
収納庫３７の各々に付された固有の識別子である。「紙幣」とあるのが紙幣釣銭収納庫２
６の識別子であり、「硬貨」とあるのが硬貨釣銭収納庫３７の識別子である。「処理金額
」は回収庫への入金額である。「万」、「五千」、・・・、「一円」は、処理金額を構成
する金種別の枚数を表す。
【００２０】
　図６はリジェクト庫の入出金履歴を表すリジェクト庫入出金履歴テーブルの一例を表す
図である。「通番」は処理毎に付される通し番号である。「区分」は当該処理が入金であ
るか精査であるかを表すものである。「処理金額」は入金額又は精査時に取り出された金
額（紙幣リジェクト庫２７内に収納されている紙幣の総額）である。「万」、「五千」、
・・・、「一円」は、処理金額を構成する金種別の枚数を表す。「処理日時」は入金又は
紙幣リジェクト庫２７内の精査を行った日時である。
【００２１】
　紙幣取扱部２０は、制御部２１と、紙幣入出金口２２と、紙幣鑑別部２３と、紙幣一時
保留庫２４と、紙幣釣銭収納庫２５と、紙幣回収庫２６と、紙幣リジェクト庫２７と、を
含み、紙幣の取り扱い全般を担う。
【００２２】
　制御部２１は、主制御部１１と連携して紙幣取扱部２０内の各部を制御する。
【００２３】
　紙幣入出金口２２は、店員等が投入した紙幣を受入れる紙幣入金口および店員等へ釣銭
準備金等を排出する紙幣出金口として機能し、現金の投入及び排出を中継する。紙幣入出
金口２２には、紙幣入出金口２２を開閉するための紙幣シャッタ（図示せず）が設けられ
ている。
【００２４】
　紙幣鑑別部２３は、紙幣入出金口２２に投入され紙幣搬送路（図示せず）を経由して搬
送された紙幣の真偽、正損、金種などを鑑別して金種毎に計数する。
【００２５】
　紙幣一時保留庫２４は、紙幣鑑別部２３で鑑別及び計数された紙幣を集積して一時待機
させる（保持する）。
【００２６】
　紙幣釣銭収納庫２５は、例えば５千円券や千円券など釣銭として使用する金種の紙幣を
金種別に収納する金庫である。紙幣釣銭収納庫２５には金種毎に保管基準額が予め設定さ
れている。
【００２７】
　紙幣回収庫２６は、金種毎の紙幣金庫カセットを備えた金庫であって、店舗の売上金を
金種毎に収納する。紙幣回収庫２６は、売上金の回収のために現金管理装置１から着脱自
在である。
【００２８】
　紙幣金庫カセットの各々には、満杯となったか否かを判別するためのフルセンサと、ほ
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ぼ満杯となったか否かを判別するためのニアフルセンサと、紙幣の有無を判別するための
有無判別センサが備えられている。これらのセンサは検知結果を主制御部１１及び制御部
２１へ通知する。紙幣回収庫２６は、図示せぬ記憶部を備えており、この記憶部は固有の
識別子すなわち回収庫ＩＤを記憶している。主制御部１１及び制御部２１は、この記憶部
に記憶されている回収庫ＩＤを認識できる。
【００２９】
　紙幣リジェクト庫２７は、紙幣鑑別部２３によって汚損券などの不良紙幣と鑑定された
紙幣及び金種不明と鑑定された紙幣を収納する。紙幣リジェクト庫２７に収納された紙幣
は、手動でのみ取り出すことができる。以下、紙幣リジェクト庫２７をＲＪ庫２７とも称
する。
【００３０】
　紙幣搬送機構２８ａは、主制御部１１又は制御部２１からの搬送指示に応じて、紙幣一
時保留庫２４に保持されている紙幣を紙幣釣銭収納庫２５、紙幣回収庫２６及び紙幣リジ
ェクト庫２７のいずれかへ搬送する。
【００３１】
　紙幣不足額搬送機構２８ｂは、主制御部１１又は制御部２１からの指示枚数を伴う搬送
指示に応じて、紙幣釣銭収納庫２５に収納されている紙幣のうちの当該指示枚数の紙幣を
紙幣回収庫２６へ搬送する。なお、紙幣搬送機構２８ａ及び紙幣不足額搬送機構２８ｂは
、一般に知られた搬送機構で良く、特別の機械的な工夫等は要しない。
【００３２】
　着脱検知部２９は、紙幣釣銭収納庫２５、紙幣回収庫２６及び紙幣リジェクト庫２７の
各々について現金管理装置１からの着脱を検知する例えばセンサなどである。
【００３３】
　硬貨取扱部３０は、制御部３１と、硬貨入金口３２と、硬貨鑑別部３３と、硬貨一時保
留庫３４と、硬貨釣銭収納庫３５と、硬貨回収庫３６と、硬貨リジェクト口３７と、硬貨
出金庫３８と、を含み、硬貨の取り扱い全般を担う。
【００３４】
　制御部３１は、主制御部１１と連携して硬貨取扱部３０内の各部を制御する。
【００３５】
　硬貨入金口３２は、入金処理時に硬貨を受け付ける。硬貨入金口３２には、硬貨入金口
３２を開閉するための硬貨シャッタ（図示せず）が設けられている。
【００３６】
　硬貨鑑別部３３は、硬貨入金口３２に投入され硬貨搬送路（図示せず）を経由して搬送
された硬貨の真偽、正損、金種などを鑑別して金種毎に計数する。
【００３７】
　硬貨一時保留庫３４は、硬貨鑑別部３３で鑑別及び計数された硬貨を集積して一時保留
する。
【００３８】
　硬貨釣銭収納庫３５は、釣銭として使用する硬貨を金種別に収納する金庫である。硬貨
釣銭収納庫３５には金種毎に保管基準額が予め設定されている。
【００３９】
　硬貨回収庫３６は、金種毎の硬貨金庫カセットを備えた金庫であって、店舗の売上金を
金種毎に収納する。硬貨回収庫３６は、売上金の回収のために現金管理装置１から着脱自
在である。
【００４０】
　硬貨金庫カセットの各々には、満杯となったか否かを判別するためのフルセンサと、ほ
ぼ満杯となったか否かを判別するためのニアフルセンサと、硬貨の有無を判別するための
有無判別センサが備えられている。これらのセンサは検知結果を主制御部１１及び制御部
３１へ通知する。硬貨回収庫３６は、図示せぬ記憶部を備えており、この記憶部は固有の
識別子すなわち回収庫ＩＤを記憶している。主制御部１１及び制御部３１は、この記憶部
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に記憶されている回収庫ＩＤを認識できる。
【００４１】
　硬貨リジェクト口３７は、硬貨鑑別部３３により偽硬貨等と鑑別された不良硬貨を店員
などに返却するために排出する。硬貨リジェクト口３７の代わりに、硬貨一時保留庫３４
から搬送された不良硬貨を収納する不良硬貨収納庫を備えても良い。
【００４２】
　硬貨出金庫３８は、例えば店舗開店前に各レジスタに釣銭をセットするときなどの出金
処理時に硬貨釣銭収納庫３５から紙幣搬送路（図示せず）を経由して搬送された釣銭準備
金用の硬貨を集積する。
【００４３】
　硬貨搬送機構３９ａは、主制御部１１又は制御部３１からの搬送指示に応じて、硬貨一
時保留庫３４に保留されている硬貨を硬貨釣銭収納庫３５、硬貨回収庫３６及び硬貨リジ
ェクト口３７のいずれかへ搬送する。
【００４４】
　硬貨不足額搬送機構３９ｂは、主制御部１１又は制御部３１からの指示個数を伴う搬送
指示に応じて、硬貨釣銭収納庫３５に収納されている硬貨のうちの当該指示個数の硬貨を
硬貨回収庫３６へ搬送する。なお、硬貨搬送機構３９ａ及び硬貨不足額搬送機構３９ｂは
、一般に知られた搬送機構で良く、特別の機械的な工夫等は要しない。
【００４５】
　図７は締め処理ルーチンを表すフローチャートである。以下、図７を参照しつつ、現金
管理装置１による締め処理について説明する。締め処理とは、例えば閉店後に各レジスタ
にセットされていた釣銭及び売上からなる現金を現金管理装置１により投入して現金の集
計、分別、回収などを行う処理である。
【００４６】
　先ず、締め処理を行う店員は、入力部１４に入金処理を選択する入力を行う。入力部１
４は当該入力を受け入れる（ステップＳ１０１）。
【００４７】
　主制御部１１は、入力部１４への入金処理選択の入力を検知して、例えば「ＩＤカード
を挿入してください」などのＩＤカードの挿入を促す文言を表示部１２に表示せしめる。
これに応じた店員がＩＤカードをカードリーダ１３に挿入する。カードリーダ１３は挿入
されたＩＤカードの情報を読取る（ステップＳ１０２）。
【００４８】
　主制御部１１は、カードリーダ１３によって読み取られたＩＤカードの情報が正当なも
のであるか否かを判断する（ステップＳ１０３）。主制御部１１は、ＩＤカードの情報が
正当なものでないと判定した場合、その旨を表示部１２に表示して締め処理を終了させる
。
【００４９】
　主制御部１１は、ＩＤカードの情報が正当なものであると判定した場合、各レジスタに
セットされていた現金の入金を促す例えば「入金口へ現金を入金してください」などの文
言を表示部１２に表示すると共に、紙幣入出金口２２の紙幣シャッタ及び硬貨入金口３２
の硬貨シャッタを開放して店員からの現金の投入を受付ける（ステップＳ１０４）。店員
は、締めのために持参した現金を紙幣と硬貨とを区別して紙幣入出金口２２及び硬貨入金
口３２へ投入する。
【００５０】
　主制御部１１は、現金の投入を検知した場合、紙幣シャッタ及び硬貨シャッタを閉鎖す
る。次に主制御部１１は、紙幣入出金口２２に投入された紙幣を鑑別及び計数する旨の指
示を紙幣鑑別部２３へ発すると共に硬貨入金口３２に投入された硬貨を鑑別及び計数する
旨の指示を硬貨鑑別部３３へ発する。
【００５１】
　当該指示に応じた紙幣鑑別部２３は、その紙幣の真偽、正損及び金種等を鑑別して金種



(8) JP 5434025 B2 2014.3.5

10

20

30

40

50

毎に計数し（ステップＳ１０５）、紙幣一時保留庫２４へ搬送する。紙幣一時保留庫２４
はその紙幣を一時的に保管する。また、当該指示に応じた硬貨鑑別部３３はその硬貨の真
偽、正損及び金種等を鑑別して金種毎に計数し（ステップＳ１０５）、硬貨一時保留庫３
４へ搬送する。硬貨一時保留庫３４はその硬貨を一時的に保留する。また、紙幣鑑別部２
３は、当該計数によって得られた金種毎の入金額を主制御部１１へ通知する。
【００５２】
　続いて主制御部１１は、表示部１２に金種毎の計数結果その計数結果が正しいか否かの
確認を促す文言を表示部１２へ表示せしめる。店員は、表示された計数結果が正しくない
と判断した場合、その旨を入力部１５へ入力する。正しくない旨の入力を検知した主制御
部１１は、紙幣一時保留庫２４に一時的に保管されている紙幣を紙幣入出金口２２へ、硬
貨一時保留庫３４に一時的に保留されている硬貨を硬貨出金庫３８へそれぞれ図示せぬ搬
送路を経由して搬送せしめ、入金処理を終了する（ステップＳ１０６、Ｓ１０７）。
【００５３】
　店員は、表示された計数結果が正しいと判断した場合、入力部１５へ正しい旨の入力を
する。正しい旨の入力を検知した主制御部１１は、紙幣一時保留庫２４に一時的に保管さ
れている紙幣のうち、正規の５千円券及び千円券を紙幣釣銭収納庫２５へ、正規の１万円
券及び２千円券を紙幣回収庫２６へ、不正又は金種不明と鑑別された紙幣を紙幣リジェク
ト庫２７へ、それぞれ紙幣搬送機構２８ａをして搬送せしめる（ステップＳ１０６、Ｓ１
０８）。
【００５４】
　これにより、釣銭用の紙幣は紙幣釣銭収納庫２５へ、売上げ回収用の紙幣は紙幣回収庫
２６へ、不正紙幣等は紙幣リジェクト庫２７へ、それぞれ収納される。主制御部１１は、
金種毎の収納額を「処理金額」として記憶部１６の入出金処理履歴テーブル等に記憶せし
める。
【００５５】
　また、主制御部１１は、硬貨一時保留庫３４に一時的に保留されている硬貨のうち、正
規の硬貨を硬貨釣銭収納庫３５へ、不正又は金種不明と鑑別された硬貨を硬貨リジェクト
口３７へ、それぞれ硬貨搬送機構３９ａをして搬送せしめる（ステップＳ１０６、ステッ
プＳ１０８）。これにより、釣銭用の硬貨は硬貨釣銭収納庫３５へ収納され、不正硬貨等
は硬貨リジェクト口３７から返却される。主制御部１１は、金種毎の収納額を「処理金額
」として記憶部１６の入出金処理履歴テーブル等に記憶せしめる。
【００５６】
　図８は、この時点における紙幣釣銭収納庫２５、紙幣回収庫２６及び紙幣リジェクト庫
２７への紙幣の収納状況を模式的に表した図である。カセットＡは、紙幣回収庫２６内に
備えられた売上紙幣収納用カセットであり、紙幣鑑別部２３により不正又は金種不明と鑑
別されなかった正規の１万円券が収納されている。カセットＢは、紙幣釣銭収納庫２５に
備えられた釣銭用紙幣収納カセットであり、不正又は金種不明と鑑別されなかった正規の
千円券が収納されている。
【００５７】
　カセットＣは、紙幣釣銭収納庫２５に備えられた釣銭用紙幣収納カセットと紙幣リジェ
クト庫２７に備えられた不正／金種不明紙幣収納カセットとが一体となったカセットであ
り、不正又は金種不明と鑑別されなかった正規の５千円券及び不正又は金種不明と鑑別さ
れた紙幣（１万円券など）が収納されている。
【００５８】
　続いて主制御部１１は現金移動処理に移行する。図９は現金移動処理ルーチンを表すフ
ローチャートである。以下、図９を参照しつつ、現金管理装置１による現金移動処理につ
いて説明する。
【００５９】
　最初に主制御部１１は売上差額を算出する（ステップＳ２１０）。図１０は売上差額の
算出処理ルーチンを表すフローチャートである。主制御部１１は、記憶部１６に記憶され
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ている入出金処理履歴テーブルを参照して、入金額と出金額との差額を売上金額として算
出する（ステップＳ２１１）。例えば出金額が１００万円、入金額が２５０万円の場合、
売上金額は１５０万円となる。
【００６０】
　主制御部１１は、当該算出によって得られた売上金額と紙幣回収庫２６に現在、収納さ
れている金額（以下、現在回収庫収納額と称する）との差額を売上差額として算出する（
ステップＳ２１２）。すなわち、売上差額は本来の売上金額に対する現在回収庫収納額の
不足金額を表す金額である。例えば、売上金額が１５０万円、現在回収庫収納額が１２９
万５千円の場合、売上差額は２０万５千円となる。なお、店員が入力部１４に売上金額を
入力するようにしても良く、この場合、主制御部１１は当該入力された売上金額に基づい
て売上差額を算出する。
【００６１】
　次に、主制御部１１及び表示部１２が構成する現金取出し指示表示手段による現金取出
し指示の表示処理に移行する（ステップＳ２２０）。図１１は現金取出し指示の表示処理
を表すフローチャートである。先ず、主制御部１１は、売上差額が取出し指示規定額以上
であるか否かを、記憶部１６に記憶されている履歴を参照して判別する（ステップＳ２２
１）。取出し指示規定額は、例えば釣銭として使用できない紙幣すなわちここでは１万円
札の金額１万円である。併せて主制御部１１は、紙幣リジェクト庫２７内の１万円札の有
無を確認する。
【００６２】
　例えば、売上差額が９千円である場合、主制御部１１は、売上差額の算出処理を終了し
（ステップＳ２２１）、現金移動処理の以降のステップＳ２３０及びＳ２４０についても
実行せずに終了する。また、主制御部１１は、紙幣リジェクト庫２７内に１万円札が無い
と判別した場合にも、売上差額の算出処理を終了するようにしても良い。
【００６３】
　例えば、売上差額が２０万５千円、紙幣リジェクト庫２７内の1万円券の総額が２５万
円である場合、主制御部１１は、選択画面表示処理に移行する（ステップＳ２２１、Ｓ２
２２）。なお、主制御部１１は、上記のように売上差額が１万円以上のときに選択画面表
示処理に移行するようにしても良いし、紙幣リジェクト庫２７内の収納額が売上差額以上
の場合にのみ選択画面表示処理に移行するようにしても良い。
【００６４】
　主制御部１１は、売上差額が１万円以上であると判別した場合、紙幣リジェクト庫２７
内の精査を行うか、紙幣釣銭収納庫２５から紙幣回収庫２６への紙幣の移動を行うか、を
表す選択画面を表示部１２へ表示させる（ステップＳ２２２）。図１２は、表示部１２に
表示される精査移動選択画面の一例を表す図である。精査移動選択画面の文言は例えば「
リジェクト庫内に売上差額以上の1万円券が収納されています。「精査」するか「移動」
するか選択してください。」などである。なお、売上差額が１万円以下の場合、主制御部
１１は、表示部１２へ精査移動選択画面を表示せずに、後述するステップＳ２４７の移動
処理を行う。
【００６５】
　店員が入力部１４へ「移動」を選択する旨の入力をした場合、主制御部１１は、売上差
額の算出処理を終了し（ステップＳ２２３）、現金移動処理のステップＳ２３０の処理は
実行せず、ステップＳ２４０の処理（不足金額の搬送処理）に移行する。
【００６６】
　店員が入力部１４へ「精査」を選択する旨の入力をした場合、主制御部１１は、カセッ
トＣ内の紙幣の取出し指示画面を表示部１２へ表示させる（ステップＳ２２４）。図１３
は、表示部１２に表示される紙幣取出し指示画面の一例を表す図である。紙幣取出し指示
画面の文言は例えば「１．紙幣カセットCを外し、カセット内の紙幣を取り出してくださ
い。２．空になった紙幣カセットCを戻してフロント扉を閉じてください。」などである
。
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【００６７】
　図８に示される如く紙幣カセットCには、紙幣釣銭収納庫２５の５千円券と紙幣リジェ
クト庫２７の１万円券その他とが収納されている。店員は紙幣カセットCに収納されてい
るこれらの紙幣を全て取り出す。ここでは、紙幣釣銭収納庫２５に５千円券が１０枚、紙
幣リジェクト庫２７に１万円券が２５枚収納されており、店員はこれらの紙幣全てを取り
出したものとする。
【００６８】
　次に、主制御部１１及び表示部１２が構成する差額入金指示表示手段による差額入金指
示の表示処理に移行する（ステップＳ２３０）。図１４は差額入金指示の表示処理ルーチ
ンを表すフローチャートである。先ず、主制御部１１は、紙幣取出し指示画面の表示中に
店員によって紙幣カセットCから取り出された紙幣のうちの釣銭用紙幣の補充の指示画面
を表示部１２へ表示させる（ステップＳ２３１）。図１５は、表示部１２に表示される釣
銭用紙幣補充指示画面の一例を表す図である。釣銭用紙幣補充指示画面の文言は例えば「
取り出した５千円券を補充してください。」などである。
【００６９】
　当該指示に応じた店員は、紙幣入出金口２２へ５千円券１０枚を入金する。主制御部１
１は、入金された１０枚の５千円券を、図７に示される締め処理ルーチンのステップＳ１
０４～Ｓ１０８と同様の処理により、紙幣釣銭収納庫２５へ収納する（ステップＳ２３２
）。
【００７０】
　続いて主制御部１１は、売上差額の補充指示画面を表示部１２へ表示させる（ステップ
Ｓ２３３）。図１６は、表示部１２に表示される売上差額補充指示画面の一例を表す図で
ある。売上差額補充指示画面の文言は例えば「売上差額を補充してください。補充可能額
０円～２０５,０００円、”補充”、”取消し”」などである。
【００７１】
　店員が入力部１４へ「取消し」を選択する旨の入力をした場合、売上差額の補充がなさ
れず、ステップＳ２４０の処理（不足金額の搬送処理）に移行する。ここでは店員が「補
充」を選択し、カセットＣから取り出した２５枚の１万円券のうちの２０枚すなわち２０
万円分を紙幣入出金口２２へ入金したものとする。
【００７２】
　次に、主制御部１１及び紙幣不足額搬送機構２８ｂが構成する不足額搬送手段による不
足金額の移動処理に移行する（ステップＳ２４０）。図１７は売上差額の算出処理ルーチ
ンを表すフローチャートである。先ず、主制御部１１は、店員によって紙幣入出金口２２
へ入金された２０枚の１万円券を受け入れる（ステップＳ２４１）。２０枚の１万円券は
紙幣鑑別部２３により鑑別及び計数され、紙幣一時保留庫２４に一時保管される。
【００７３】
　主制御部１１は、補充金額等の確認画面を表示部１２へ表示させる（ステップＳ２４２
）。図１８は、表示部１２に表示される補充金額等確認画面の一例を表す図である。補充
金額等確認画面の文言は例えば「補充金額２００,０００円、不足金額５,０００円、移動
金額５,０００円、”収納”、”取消し”」などである。
【００７４】
　店員が入力部１４へ「収納」を選択する旨の入力をした場合、主制御部１１は、紙幣一
時保留庫２４に一時保管されている２０枚の１万円券を紙幣回収庫２６へ収納させる（ス
テップＳ２４３）。店員が入力部１４へ「取消し」を選択する旨の入力をした場合、主制
御部１１は紙幣一時保留庫２４に一時保管されている２０枚の１万円券を紙幣入出金口２
２へ排出させる。つまり、２０枚の１万円券は店員へ返金される。
【００７５】
　「収納」が選択された場合、選択主制御部１１は、売上差額補充指示画面の表示中に紙
幣入出金口２２を介して投入された紙幣の額（入金額）が現在回収庫収納額に対して不足
しているか否かを判別する（ステップＳ２４４）。入金額が足りている場合、紙幣を移動
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する必要がないため、主制御部１１は現金移動処理を終了する。ここでの入金額は２０万
円なので、現在回収庫収納額の不足分２０万５千円に対して５千円不足している。
【００７６】
　主制御部１１は、不足金額等の確認画面を表示部１２へ表示させる（ステップＳ２４５
）。図１９は、表示部１２に表示される不足金額等確認画面の一例を表す図である。不足
金額等確認画面の文言は例えば「売上金補充は終了ですか？不足金額は５,０００円です
。補充可能額は５,０００円です。　”移動”、”終了”」などである。
【００７７】
　店員が入力部１４へ「終了」を選択する旨の入力をした場合（ステップＳ２４６）、主
制御部１１は現金移動処理を終了する。店員が入力部１４へ「移動」を選択する旨の入力
をした場合（ステップＳ２４６）、不足分の５千円を補うため、主制御部１１は紙幣不足
額搬送機構２８ｂをして、紙幣釣銭収納庫２５に収納されている５千円券のうちの１枚を
紙幣回収庫２６へ移動せしめる（ステップＳ２４７）。図８に示される如くカセット7に
は千円券が収納されているが、不足の５千円分を千円券で賄う場合、５枚の千円券が必要
となり、５千円券で賄う場合に比較して枚数が多くなるので、主制御部１１は１枚の５千
円券を紙幣回収庫２６へ移動せしめる。
【００７８】
　主制御部１１は、ステップＳ２４４で入金額が不足していると判別した場合に、不足金
額等確認画面の表示及び”移動”、”終了”の入力の受付を行わずに（ステップＳ２４５
及びＳ２４６を実行せずに）直接、ステップＳ２４７の移動処理を行うようにしても良い
。
【００７９】
　主制御部１１は、紙幣の移動中である旨を表す画面を表示部１２へ表示させる（ステッ
プＳ２４８）。図２０は、表示部１２に表示される紙幣移動中画面の一例を表す図である
。紙幣移動中画面の文言は例えば「移動中・・・」などである。移動が完了した場合、主
制御部１１は、紙幣の移動が完了した旨を表す画面を表示部１２へ表示させる（ステップ
Ｓ２４８）。図２１は、表示部１２に表示される紙幣移動完了画面の一例を表す図である
。紙幣移動完了画面の文言は例えば「売上金の収納が完了しました。」などである。
【００８０】
　最後に主制御部１１は、上記した締め処理に関する入金額、売上金額、移動金額その他
必要事項を伝票印刷して締め処理を終了する（ステップＳ１１０）。
【００８１】
　上記した処理により、本来の売上金額に対する現在回収庫収納額の不足分２０万５千円
が補充された。図２２は現金移動処理の一部の処理を模式的に表した図である。不良紙幣
又は金種不明と鑑定されて紙幣リジェクト庫２７に収納されている２５枚の１万円券を取
り出し（ステップＳ２２４）、そのうちの２０枚を紙幣入出金口２２へ再入金することに
よって紙幣回収庫２６へ収納したので（ステップＳ２４３）、紙幣回収庫２６における売
上金の不足分は５千円となり、紙幣釣銭収納庫２５から紙幣回収庫２６へ移動する紙幣は
１枚の５千円券のみとなる（ステップＳ２４７）。
【００８２】
　従来の現金管理装置の如く紙幣リジェクト庫２７に収納されていた１万円券を売上金と
して有効利用しない場合、不足分２０万５千円の全てを５千円券及び千円券で賄わなけれ
ばならず、紙幣釣銭収納庫２５へ収納すべき釣銭用の５千円券及び千円券が不足していた
。一方、本実施例のように紙幣リジェクト庫２７に収納されていた１万円券を売上金とし
て有効利用した場合、紙幣釣銭収納庫２５から紙幣回収庫２６へ移動する紙幣の枚数を削
減できるので、釣銭用の５千円券及び千円券が不足するのを防ぐことができる。
【００８３】
　上記したように本実施例による現金管理装置１によれば、紙幣リジェクト庫２７に収納
されている１万円券を取り出して売上金の補充金として入金すべき旨の画面表示を行い、
当該入金によっても不足している金額に相当する額の紙幣のみを紙幣釣銭収納庫２５から
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紙幣回収庫２６へ移動しているので、釣銭用の５千円券及び千円券を紙幣釣銭収納庫２５
に充分に残すことができる。このように、本実施例による現金管理装置１によれば、釣銭
準備金が不足しないように回収に係る売上金の不足分を補充できる。
＜第２の実施例＞
　本実施例は、前回の締め処理から今回の締め処理までの間に紙幣リジェクト庫２７を精
査していた場合に売上金の補充を促すようにしたものである。
【００８４】
　主制御部１１は、紙幣鑑別部２３による紙幣の金種毎の計数から、紙幣リジェクト庫２
７内に収納されている紙幣の枚数を金種毎に把握し、記憶部１６のＲＪ庫精査履歴テーブ
ルに記憶させている。現金管理装置１には、カセットＣが取り外されたか否か、すなわち
、紙幣リジェクト庫２７の着脱を検知する例えばセンサなどの着脱検知部２９が取り付け
られており、主制御部１１は着脱検知部２９による紙幣リジェクト庫２７の取り外し検知
信号に応じて、ＲＪ庫精査履歴テーブルの「区分」を”精査”とし、その取り外し時刻を
ＲＪ庫精査履歴テーブルの「処理日時」に記憶する。
【００８５】
　本実施例においても第１の実施例と同様に図７に示される締め処理ルーチンのステップ
Ｓ１０１～Ｓ１０８までの処理がなされており、現金移動処理（ステップＳ１０９）に移
行しているものとする。図２３は、本実施例における現金移動処理ルーチンを表すフロー
チャートである。以下、図２３を参照しつつ本実施例における現金移動処理について説明
する。
【００８６】
　主制御部１１及び表示部１２が構成する取出し金入金指示表示手段により、前回の締め
処理から今回の締め処理までの間に紙幣リジェクト庫２７内の精査があったと判別した場
合に、精査時における紙幣リジェクト庫２７からの取出し金の入金指示画面を表示する（
ステップＳ３１０）。図２４は、取出し金入金指示表示処理ルーチンを表すフローチャー
トである。
【００８７】
　主制御部１１は、記憶部１６に記憶されている入出金処理履歴テーブルの「締め日時」
及びＲＪ庫精査履歴の「処理日時」を参照して、前回の締め処理から今回の締め処理まで
の間に紙幣リジェクト庫２７を精査したか否かを判別する（ステップＳ３１１）。
【００８８】
　例えば、前回の締め日時が８月２６日の２３時３５分、今回の締め処理開始日時が８月
２７日の２３時３５分、精査日時が８月２７日１３時００分の場合、主制御部１１は、前
回の締め処理から今回の締め処理までの間に紙幣リジェクト庫２７内の精査があったと判
別する。
【００８９】
　この場合、主制御部１１は、前回締め処理から今回締め処理までの間に紙幣リジェクト
庫２７の精査があった旨及び取出した現金を入金すべき旨の指示画面を表示部１２へ表示
させる（ステップＳ３１２）。図２５は、表示部１２に表示される取出し金入金指示表示
画面の一例を表す図である。取出し金入金指示表示画面の文言は例えば「前回の締め処理
後にＲＪ庫の精査を行っています。１万円券の予想取り出し枚数３０枚。取出した現金を
入金してください。」などである。例えば８月２７日１３時００分の精査時における紙幣
リジェクト庫２７内の１万円券の収納枚数が３０枚の場合にこのように表示される。
【００９０】
　次に、主制御部１１は差額入金指示の表示処理に移行する（ステップＳ３２０）。詳細
には、主制御部１１は第１の実施例と同様に、図１６に示される売上差額補充指示画面を
表示部１２に表示させる。店員は画面に表示された指示に応じて８月２７日１３時００分
の精査時に取り出した３０枚の１万円券のうちの２０枚を紙幣入出金口２２へ入金する。
以降の処理は第１の実施例と同様である。
【００９１】
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　上記したように本実施例による現金管理装置１によれば、締め処理の日時及びＲＪ庫の
精査日時を記憶し、締め処理の際に前回の締め処理から今回の締め処理までの間に紙幣リ
ジェクト庫２７を精査したか否かを判別し、精査があった場合にはその旨及びその精査時
に取り出されたと思われる１万円券の枚数（紙幣リジェクト庫２７内に収納されていた１
万円券の枚数）を表示する。当該表示により精査時に３０枚の１万円券が取り出されてい
たことを知った店員はその１万円券を紙幣入出金口２２へ入金する。これにより、その１
万円券は紙幣回収庫２６へ収納され、本来の売上金額に対する現在回収庫収納額の不足分
が補充される。このように、本実施例による現金管理装置１によれば、釣銭準備金が不足
しないように回収に係る売上金の不足分を補充できる。
＜第３の実施例＞
　本実施例では、紙幣釣銭収納庫２５に残すべき紙幣の枚数（以下、釣銭設定残数と称す
る）が金種毎に主制御部１１に予め設定されている。例えば千円券の釣銭設定残数が８０
０枚、５千円券の釣銭設定残数が５００枚として設定されている。
【００９２】
　図２６は、紙幣釣銭収納庫２５、紙幣回収庫２６及び紙幣リジェクト庫２７への紙幣の
収納状況を模式的に表した図である。カセットＢの紙幣釣銭収納庫２５には３００枚の千
円券が収納されている。また、千円券の釣銭設定残数である８００枚分が蓄積された場合
のカセットＢにおける位置が点線Ｔ１に示される。カセットＣの紙幣釣銭収納庫２５には
５０枚の５千円券が収納されている。また、５千円券の釣銭設定残数である５００枚分が
蓄積された場合のカセットＣにおける位置が点線Ｔ５に示される。
【００９３】
　図２７は本実施例における不足額の移動処理ルーチンを表すフローチャートである。ス
テップＳ２４１～Ｓ２４５までは第1の実施例と同様であるため省略されている。以下、
図２７を参照しつつ、ステップＳ２４６以降の処理について説明する。
【００９４】
　店員が入力部１４へ「移動」を選択する旨の入力をした場合（ステップＳ２４６）、主
制御部１１は、紙幣釣銭収納庫２５内に収納されている紙幣の枚数（以下、釣銭紙幣収納
枚数と称する）が釣銭設定残数以下か否かを金種毎に判別する（ステップＳ２４７）。釣
銭紙幣収納枚数が釣銭設定残数より大きければ、ステップＳ２５０の移動処理へ移行する
。
【００９５】
　主制御部１１は、千円券の釣銭紙幣収納枚数３００枚が千円券の釣銭設定残数８００枚
よりも小さいと判別し、紙幣釣銭収納庫２５に収納されている千円券を紙幣回収庫２６へ
移動するか又は紙幣入出金口２２から千円券を別途補充するかの選択画面を表示部１２に
表示させる（ステップＳ２４８）。図２８は移動補充選択画面表示の一例を表す図である
。移動補充選択画面表示の文言は例えば「釣銭設定残数は千円券８００枚、５千円券５０
０枚です。釣銭収納庫内の紙幣枚数は千円券３００枚、５千円券５０枚ですが移動します
か？、”移動”、”補充”」などである。
【００９６】
　店員が入力部１４へ「補充」を選択する旨の入力をした場合（ステップＳ２４９）、紙
幣入出金口２２への補充金（例えば不足額２０万５千円）を受け入れ、紙幣鑑別部２３に
よる鑑別及び計数を経て紙幣回収庫２６へ収納する（ステップＳ２５０）。この場合、図
２９の（ａ）に示される如く、カセットＢ及びＣからカセットＡへの紙幣の移動はなく、
ステップＳ２５０におけるカセットＡへの入金及び収納がなされる。
【００９７】
　店員が入力部１４へ「移動」を選択する旨の入力をした場合（ステップＳ２４９）、主
制御部１１は紙幣不足額搬送機構２８ｂをして、紙幣釣銭収納庫２５に収納されている紙
幣のうち例えば不足額２０万５千円の紙幣（例えば４０枚の５千円券及び５枚の千円券な
ど）を紙幣回収庫２６へ移動せしめる（ステップＳ２５１）。この場合、図２９の（ｂ）
に示される如く、カセットＡへの直接の入金及び収納はなく、ステップＳ２５１における
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カセットＢ及びＣからカセットＡへの紙幣の移動がなされる。
【００９８】
　ステップＳ２５２における移動中及び移動完了画面表示処理は第１の実施例と同様であ
る。
【００９９】
　上記したように本実施例による現金管理装置は、紙幣釣銭収納庫２５に残すべき紙幣の
枚数（釣銭設定残数）を予め設定しており、紙幣釣銭収納庫２５に収納されている紙幣の
枚数（釣銭紙幣収納枚数）が釣銭設定残数以下であれば、紙幣釣銭収納庫２５から紙幣回
収庫２６への紙幣の移動を行わず、紙幣入出金口２２への入金により売り上げの不足分を
補うようにすることができる。また、釣銭紙幣収納枚数が釣銭設定残数以下であっても、
必要に応じて紙幣釣銭収納庫２５から紙幣回収庫２６への紙幣の移動を行うようにするこ
ともできる。このように、本実施例による現金管理装置１によれば、釣銭準備金が不足し
ないように回収に係る売上金の不足分を補充できる。
＜第４の実施例＞
　本実施例は釣銭紙幣収納枚数が釣銭設定残数以下であるときに、硬貨釣銭収納庫３５か
ら硬貨回収庫３６へ硬貨を移動させることにより売上金額の不足分を補充するようにした
ものである。ここで、本来の売上金額に対する現在回収庫収納額の不足分を８３４２円と
する。
【０１００】
　ここで千円券については釣銭設定残数が８００枚、釣銭紙幣収納枚数が３００枚、５千
円券ついては釣銭設定残数が５００枚、釣銭紙幣収納枚数が５０枚であり、共に釣銭紙幣
収納枚数が釣銭設定残数以下である。
【０１０１】
　また、硬貨釣銭収納庫３５には、１０枚の５００円硬貨、１００枚の１００円硬貨、１
０枚の５０円硬貨、１００枚の１０円硬貨、１００枚の１円硬貨が収納されている。
【０１０２】
　主制御部１１には金種毎に硬貨最大回収個数が予め設定されている。ここで、硬貨最大
回収個数とは、硬貨釣銭収納庫３５から硬貨回収庫３６へ硬貨を移動させることができる
最大枚数である。硬貨最大回収個数は、５００円硬貨が１枚、１００円硬貨が２００枚、
５０円硬貨が５０枚、１０円硬貨が１５０枚、１円硬貨が３００枚、として設定されてい
る。
【０１０３】
　図３０は本実施例における不足額の移動処理ルーチンを表すフローチャートである。ス
テップＳ２４１～Ｓ２４５までは第1の実施例と同様であるため省略されている。以下、
図３０を参照しつつ、ステップＳ２４６以降の処理について説明する。
【０１０４】
　店員が入力部１４へ「移動」を選択する旨の入力をした場合（ステップＳ２４６）、主
制御部１１は、紙幣釣銭収納庫２５内に収納されている紙幣の枚数（釣銭紙幣収納枚数）
が釣銭設定残数以下か否かを金種毎に判別する（ステップＳ２４７）。
【０１０５】
　主制御部１１は、釣銭紙幣収納枚数が釣銭設定残数より大きいと判別した場合、補充金
額を紙幣釣銭収納庫２５から紙幣回収庫２６へ移動させるが（ステップＳ２４８）、千円
券、５千円券共に釣銭紙幣収納枚数が釣銭設定残数以下と判別した場合、補充金額を硬貨
不足額搬送機構３９ｂにより硬貨釣銭収納庫３５から硬貨回収庫３６へ移動させる（ステ
ップＳ２４９）。
【０１０６】
　このとき、主制御部１１は、現在回収庫収納額の不足分である８３４２円を補充するた
めの硬貨を例えば金額が大きい順に選択する。先ず主制御部１１は、５００円硬貨の硬貨
最大回収個数が１枚であることから１枚の５００円硬貨を選択する。これにより不足分は
７８４２円となる。次に主制御部１１は、７８枚の１００円硬貨を選択する。これにより
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不足分は４２円となる。１００円硬貨の硬貨最大回収個数は２００枚なので７８枚の選択
が許容される。続いて主制御部１１は、不足分の４２円を補充するために４枚の１０円硬
貨及び２枚の１円硬貨を選択する。これにより不足分は０円となる。１０円硬貨の硬貨最
大回収個数は１５０枚、１円硬貨の硬貨最大回収個数は２００枚なので、それぞれ４枚、
２枚の選択は許容される。
【０１０７】
　図３１は不足額の移動処理ルーチンの一部の処理を模式的に表した図である。硬貨釣銭
収納庫３５は金種毎の硬貨収納カセットを備えている。１００円硬貨はカセットDに、１
０円硬貨はカセットEに、１円硬貨はカセットFに、５００円硬貨はカセットGに、５０円
硬貨はカセットHに、５円硬貨はカセットIに、それぞれ収納されている。上記したステッ
プＳ２４９において、カセットＧから１枚の５００円硬貨、カセットＤから７８枚の１０
０円硬貨、カセットEから４枚の１０円硬貨、カセットFから２枚の１円硬貨が硬貨回収庫
３６へ移動する。なお、上記の場合、紙幣釣銭収納庫２５から紙幣の紙幣回収庫２６への
紙幣の移動は行われない。
【０１０８】
　上記したように本実施例による現金管理装置１は、釣銭紙幣収納枚数が釣銭設定残数以
下であるときに、硬貨釣銭収納庫３５から硬貨回収庫３６へ硬貨を移動させる。これによ
り、紙幣の釣銭準備金を不足させず且つ硬貨の釣銭準備金を過剰に残すことなく、売上金
額の不足分を補充することができる。また、金種毎に硬貨最大回収個数を予め設定するの
で、硬貨釣銭収納庫３５内の釣銭用の硬貨が必要以上に減少するということもない。この
ように、本実施例による現金管理装置１によれば、釣銭準備金が不足しないように回収に
係る売上金の不足分を補充できる。
【図面の簡単な説明】
【０１０９】
【図１】現金管理装置を表すブロック図である。
【図２】入出金処理履歴テーブルの一例を表す図である。
【図３】回収庫交換履歴テーブルの一例を表す図である。
【図４】釣銭収納庫履歴テーブルの一例を表す図である。
【図５】回収庫入金履歴テーブルの一例を表す図である。
【図６】リジェクト庫入出金履歴テーブルの一例を表す図である。
【図７】締め処理ルーチンを表すフローチャートである。
【図８】紙幣釣銭収納庫、紙幣回収庫及び紙幣リジェクト庫への紙幣の収納状況を模式的
に表した図である。
【図９】第１の実施例における現金移動処理ルーチンを表すフローチャートである。
【図１０】売上差額の算出処理ルーチンを表すフローチャートである。
【図１１】現金取出し指示の表示処理を表すフローチャートである。
【図１２】精査移動選択画面の一例を表す図である。
【図１３】紙幣取出し指示画面の一例である。
【図１４】差額入金指示の表示処理を表すフローチャートである。
【図１５】釣銭用紙幣補充指示画面の一例を表す図である。
【図１６】売上差額補充指示画面の一例である。
【図１７】不足額の移動処理を表すフローチャートである。
【図１８】補充金額等確認画面の一例を表す図である。
【図１９】不足金額等確認画面の一例を表す図である。
【図２０】紙幣移動中画面の一例である。
【図２１】紙幣移動完了画面の一例を表す図である。
【図２２】現金移動処理の一部の処理を模式的に表した図である。
【図２３】第２の実施例における現金移動処理ルーチンを表すフローチャートである。
【図２４】ＲＪ庫内精査有無表示処理ルーチンを表すフローチャートである。
【図２５】取出し金入金指示表示画面の一例を表す図である。
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【図２６】紙幣釣銭収納庫、紙幣回収庫及び紙幣リジェクト庫への紙幣の収納状況を模式
的に表した図である。
【図２７】第３の実施例における不足額の移動処理ルーチンを表すフローチャートである
。
【図２８】移動補充選択画面表示の一例を表す図である。
【図２９】現金移動処理の一部の処理を模式的に表した図である。
【図３０】第４の実施例における不足額の移動処理ルーチンを表すフローチャートである
。
【図３１】現金移動処理の一部の処理を模式的に表した図である。
【符号の説明】
【０１１０】
１　現金管理装置
１１　主制御部
１２　表示部
１３　カードリーダ
１４　入力部
１５　伝票印刷部
１６　記憶部
２０　紙幣取扱部
２１　制御部
２２　紙幣入出金口
２３　紙幣鑑別部
２４　紙幣一時保留庫
２５　紙幣釣銭収納庫
２６　紙幣回収庫
２７　紙幣リジェクト庫
２８ａ　紙幣搬送機構
２８ｂ　紙幣不足額搬送機構
２９　着脱検知部
３０　硬貨取扱部
３１　制御部
３２　硬貨入金口
３３　硬貨鑑別部
３４　硬貨一時保留庫
３５　硬貨釣銭収納庫
３６　硬貨回収庫
３７　硬貨リジェクト口
３８　硬貨出金庫
３９ａ　硬貨搬送機構
３９ｂ　硬貨不足額搬送機構
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【図２４】
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【図３１】
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