
国際登録番号 国際登録番号を印字します。
国内登録番号 国内登録番号を印字します。
識別番号 個体識別番号を印字します。
既往Wordファイル名 管理マスタの既往歴ファイルパス＋'K'+個体ＩＤ

（10桁に足りない分は0埋めした文字列）+'.DOC'を
ファイル名として存在チェックし、存在する場合はファイル名を
印字します。

受け区分 受け区分コードを印字します。
受け区分名 受払区分マスタの受払区分=1かつ

受払区分コード=受け区分のレコードを参照し、
受払区分名を印字します。

受け日 受け日を印字します。
受け備考 受け備考を印字します。
出生日 出生日を印字します。
出生地 出生地を印字します。
来園時年齢 来園時年齢を印字します。
払い区分 払い区分コードを印字します。
払い区分名 受払区分マスタの受払区分=2かつ

受払区分コード=払い区分のレコードを参照し、
受払区分名を印字します。

払い日 払い日を印字します。
払い備考 払い備考を印字します。
飼育状況 飼育状況を値に応じて以下の通り編集し印字します。

1　'1:非飼育中'
2　'2:飼育中'
3　'3:管理しない'

死亡日 死亡日を印字します。
死亡理由 死亡理由コードを印字します。
死亡理由名 死亡理由マスタの死亡理由コード＝死亡理由のレコードを参照

し、
死亡理由備考 死亡理由備考を印字します。
特記事項 特記事項を印字します。

個体情報
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個体カード一括印刷（2）

１．帳票

２．パラメータ
1 0:全件　1:チェックのみ
2 0:動物種類指定　1:個体指定
3
4
5

個体カード印刷フラグ区分
印刷区分
財産区分
動物コード
個体ＩＤ
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３．使用するテーブル
個体マスタ

動物種類マスタ
担当者マスタ
コンスタントマスタ
動物区分マスタ
獣舎マスタ
管理マスタ
繁殖歴データ
体測データ
既往歴データ

４．処理内容
カーソル移動順 項目名 入力可 処理内容

動物種類 動物コードを印字します。
動物和名 動物和名を印字します。
動物和名カナ 動物和名カナを印字します。
動物和名略 動物名略を印字します。
動物和英名 英名を印字します。
動物和学名 学名を印字します。
個体ＩＤ 個体ＩＤを表示します。
個体愛称 個体愛称を印字します。
個体愛称カナ 個体愛称カナを印字します。
性別 性別を値に応じて以下の通り編集し印字します。

1　'1:♂'
2　'2:♀'
3　'3:？'
4　'4:管理しない'

個体カード（１）の条件と同一となります。
個体カード（１）を印刷した後、繁殖歴の該当レコード→体測→既往歴の順に印刷します。
個体カード（２）の内容が複数ページになる場合は、3ページ目以降にもヘッダを印刷します。

ヘッダ
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繁殖日 繁殖日を印字します。
産子数 産子数を印字します。
繁殖情報 備考を印字します。

計測日 計測日を印字します。
体重 体重を印字します。
全長 全長を印字します。
頭胴長 頭胴長を印字します。
尾長 尾長を印字します。
翼長 翼長を印字します。
翼開長 翼開長を印字します。
計測者 計測者コードを印字します。
計測者名 計測者の値をキーに担当者マスタを参照し、

担当者氏名を印字します。
備考 備考を印字します。

既往日 繁殖日を印字します。
病類 病類コードを印字します。
病類名 症状マスタを参照し、

レコード区分=1かつ病類コード=病類のレコードがある場合は
病名を表示します。

病類大分類 病名大分類コードを印字します。
病類大分類名 症状マスタを参照し、

レコード区分=2かつ病類コード=病類かつ
病名大分類コード＝病類＿大分類　のレコードがある場合は
病名を表示します。

病類小分類 病名大分類コードを印字します。
病類小分類名 症状マスタを参照し、

レコード区分=3かつ病類コード=病類　かつ
病名大分類コード＝病類＿代分類　かつ
病名小分類コード＝病類＿小分類　のレコードがある場合は
病名を表示します。

症状備考 症状備考を印字します。
処置・処方 処置＿処方を印字します。

繁殖歴

体測

既往歴
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既往歴データ印刷－範囲指定画面

１．画面

２．使用するテーブル
個体マスタ

３．処理内容
カーソル移動順 項目名 入力可 処理内容

1 開始個体ＩＤ ○ 初期値は個体カード印刷フラグ='TRUE'のレコードのうち
個体ＩＤが最小の値のものとします。
個体マスタに存在しないＩＤを入力して項目を抜ける場合は
「個体ＩＤが存在しません。」
とエラーメッセージを表示します。

開始個体愛称 開始個体ＩＤで入力された値をキーに個体マスタを参照し、
個体愛称を表示します。

2 終了個体ＩＤ ○ 初期値は個体カード印刷フラグ='TRUE'のレコードのうち
個体ＩＤが最大の値のものとします。
個体マスタに存在しないＩＤを入力して項目を抜ける場合は
「個体ＩＤが存在しません。」
とエラーメッセージを表示します。

終了個体愛称 終了個体ＩＤで入力された値をキーに個体マスタを参照し、
個体愛称を表示します。

8 日付範囲開始 ○ 初期値はシステム日付とします。
9 日付範囲終了 ○ 初期値はシステム日付とします。

選択（Ｆ５）ボタン 開始・終了個体ＩＤ、開始・終了日付範囲にカーソルがある場合
有効とします。
ボタンが有効な時にクリックまたはＦ５キーが押下された場合、
カーソルのある場所によって下記の通り検索画面を表示し、
検索画面で選択された値をカーソルのある項目に表示します。
個体ＩＤ：コード順個体検索
日付範囲：カレンダー

印刷（Ｆ８）ボタン 入力値をパラメータとして既往歴データ一覧を印刷します。
終了（F9）ボタン 画面を閉じてメインメニューに戻ります。
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既往歴データ印刷

１．帳票

２．パラメータ
1
2
3
4

３．使用するテーブル
既往歴データ

個体マスタ
動物種類マスタ
症状マスタ
コンスタントマスタ

個体ＩＤ>=開始個体ＩＤ　かつ　個体ＩＤ<=終了個体ＩＤ　かつ
既往日>=開始日付　かつ　既往日<=終了日付　のレコードを対象とします。
個体ＩＤ・キー用連番で整列し、
個体ＩＤごとにヘッダを出力、明細はキー用連番の順に出力します。

開始個体ＩＤ
終了個体ＩＤ
開始日付
終了日付
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４．処理内容
カーソル移動順 項目名 入力可 処理内容

財産区分コード 個体ＩＤをキーに個体マスタを参照し、財産区分を印字します。
財産区分名 コンスタントマスタの

コンスタントコード=財産区分
のレコードを参照し、名称を表示します。

動物種類 個体ＩＤをキーに個体マスタを参照し、動物コードを印字します。
動物種類名 財産区分・動物種類をキーに動物種類マスタを参照し、

動物和名を印字します。
個体ＩＤ 個体ＩＤを表示します。
個体愛称 個体愛称を印字します。
日付範囲 パラメータ開始日付、パラメータ終了日付を印字します。

既往日 既往日を印字します。
病類 病類コードを印字します。
病類名 症状マスタを参照し、

レコード区分=1かつ病類コード=病類のレコードがある場合は
病名を表示します。

病類大分類 病名大分類コードを印字します。
病類大分類名 症状マスタを参照し、

レコード区分=2かつ病類コード=病類かつ
病名大分類コード＝病類＿大分類　のレコードがある場合は
病名を表示します。

病類小分類 病名大分類コードを印字します。
病類小分類名 症状マスタを参照し、

レコード区分=3かつ病類コード=病類　かつ
病名大分類コード＝病類＿代分類　かつ
病名小分類コード＝病類＿小分類　のレコードがある場合は
病名を表示します。

症状備考 症状備考を印字します。
処置・処方 処置＿処方を印字します。

ヘッダ

明細
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受け払い入力

１．画面

２．使用するテーブル
受け払いデータ

動物種類マスタ
コンスタントマスタ
飼育動物データ
受払区分マスタ
管理マスタ

異動年月日、財産区分、動物コード順に表示します。
初期表示の際は最終行が1行目になるようにします。
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３．処理内容
カーソル移動順 項目名 入力可 処理内容

動物数確定日 管理マスタの動物数確定日を表示します。
1 異動年月日 登録時

のみ○

異動年月日を表示・入力します。
初期値はシステム日付とします。
日付を入力していない場合は
「異動年月日を入力してください」とエラーを表示します。
動物数確定日以前の日付が入力されている場合は
「動物数確定日以前のデータは入力できません」とエラー表示しま
す。

2 財産区分コード 登録時
のみ○

財産区分を表示・入力します。
存在しない財産区分を入力した場合は
「財産区分が存在しません」とエラー表示します。
4を入力した場合は
「財産区分が4:その他は選択できません」と表示します。

財産区分名 コンスタントマスタの
コンスタントコード=財産区分
のレコードを参照し、名称を表示します。

3 動物種類コード 登録時
のみ○

動物コードを表示・入力します。
存在しない動物コードを入力した場合は
「動物コードが存在しません」とエラー表示します。

動物名 動物種類マスタの
財産区分=日誌データの財産区分　かつ
動物コード=日誌データの動物コード
のレコードを参照し、動物和名を表示します。

4 受払区分コード 登録時
のみ○

受け払い区分コードを表示・入力します。
・入力終了時に入力したコードで受払区分マスタを参照し、
　受払区分=1の場合は増加♂♀？の3項目、
　受払区分=2の場合は減少♂♀？の3項目のみ入力可とします。
　入力不可の項目に数値があった場合はクリアします。
・存在しない受払区分コードを入力した場合は
　「受払区分コードが存在しません」とエラー表示します。
・以下の条件のいずれかに該当する場合は
　「受払区分が間違っています」とエラー表示します。
　1.財産区分が1又は２　かつ
　　受払区分コードが1又は3又は22又は23
　2.財産区分が3　かつ
　　受払区分コードが2又は4又は5又は6又は7又は8又は
　　21又は24又は25又は26又は27又は28

受払区分名 受払区分マスタの
受払区分コード=受け払い区分コード
のレコードを参照し、受払区分名を表示します。

5 増加数　♂ ○ オス＿増加数を表示・入力します。
6 増加数　♀ ○ メス＿増加数を表示・入力します。
7 増加数　？ ○ 不明＿増加数を表示・入力します。
8 減少数　♂ ○ オス＿減少数を表示・入力します。
9 減少数　♀ ○ メス＿減少数を表示・入力します。

10 減少数　？ ○ 不明＿減少数を表示・入力します。
11 備考 ○ 備考を表示・入力します。
12 個体ＩＤ ○ 個体ＩＤを表示・入力します。
13 購入評価額 ○ 購入評価額を表示・入力します。
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財産区分コード 財産区分を表示します。
財産区分名 コンスタントマスタの

コンスタントコード=財産区分
のレコードを参照し、名称を表示します。

動物種類コード 動物コードを表示します。
動物名 動物種類マスタの

財産区分=日誌データの財産区分　かつ
動物コード=日誌データの動物コード
のレコードを参照し、動物和名を表示します。

♂　園内数 当日動物数＿当日園内オス数のデータを表示します。
♂　貸数 当日動物数＿当日オス貸数のデータを表示します。
♂　借数 当日動物数＿当日オス借数のデータを表示します。
♂　保護数 当日動物数＿当日オス保護数のデータを表示します。
♀　園内数 当日動物数＿当日園内メス数のデータを表示します。
♀　貸数 当日動物数＿当日メス貸数のデータを表示します。
♀　借数 当日動物数＿当日メス借数のデータを表示します。
♀　保護数 当日動物数＿当日メス保護数のデータを表示します。
？　園内数 当日動物数＿当日園内不明数のデータを表示します。
？　貸数 当日動物数＿当日不明貸数のデータを表示します。
？　借数 当日動物数＿当日不明借数のデータを表示します。
？　保護数 当日動物数＿当日不明保護数のデータを表示します。
合計　園内数 当日動物数＿当日園内オス数+

当日動物数＿当日園内メス数+
当日動物数＿当日園内不明数の値を表示します。

合計　貸数 当日動物数＿当日オス貸数+
当日動物数＿当日メス貸数+
当日動物数＿当日不明貸数の値を表示します。

合計　借数 当日動物数＿当日オス借数+
当日動物数＿当日メス借数+
当日動物数＿当日不明借数の値を表示します。

合計　保護数 当日動物数＿当日オス保護数+
当日動物数＿当日メス保護数+
当日動物数＿当日不明保護数の値を表示します。

動物数表示（財産区分・動物コード）
飼育動物データのうち、財産区分=選択された行の財産区分　かつ　動物コード=選択された行の動物コード　かつ
年月日<=異動年月日の条件に該当するレコードのうち、年月日が最新のレコードの情報を参照します。
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♂　園内数 当日動物数＿当日園内オス数の3レコード合計値を表示します。
♂　貸数 当日動物数＿当日オス貸数の3レコード合計値を表示します。
♂　借数 当日動物数＿当日オス借数の3レコード合計値を表示します。
♂　保護数 当日動物数＿当日オス保護数の3レコード合計値を表示します。
♀　園内数 当日動物数＿当日園内メス数の3レコード合計値を表示します。
♀　貸数 当日動物数＿当日メス貸数の3レコード合計値を表示します。
♀　借数 当日動物数＿当日メス借数の3レコード合計値を表示します。
♀　保護数 当日動物数＿当日メス保護数の3レコード合計値を表示します。
？　園内数 当日動物数＿当日園内不明数の3レコード合計値を表示します。
？　貸数 当日動物数＿当日不明貸数の3レコード合計値を表示します。
？　借数 当日動物数＿当日不明借数の3レコード合計値を表示します。
？　保護数 当日動物数＿当日不明保護数の3レコード合計値を表示します。
合計　園内数 ♂　園内数＋♀　園内数＋？　園内数の値を表示します。
合計　貸数 ♂　貸数＋♀　貸数＋？　貸数の値を表示します。
合計　借数 ♂　借数＋♀　借数＋？　借数の値を表示します。
合計　保護数 ♂　保護数＋♀　保護数＋？　保護数の値を表示します。
レコード移動時の動作 レコードを移動するときにデータを登録・更新します。

登録日、最終更新日、最終更新日付はシステム日時から
取得した値に更新し、最終更新担当者コードは現在ログイン
中の担当者コードに更新します。

取消（Ｆ２）ボタン 選択した行のデータを入力開始時の状態に戻します。
削除（Ｆ３）ボタン 選択した行の受払データを削除します。
追加（F４)ボタン 現在入力中のレコードに関係なく、新規行に移動します。
検索（Ｆ５）ボタン 財産区分コード、動物種類コード、個体ＩＤ

日付範囲にカーソルがある場合有効とします。
ボタンが有効な時にクリックまたはＦ５キーが押下された場合、
カーソルのある場所によって下記の通り検索画面を表示し、
検索画面で選択された値をカーソルのある項目に表示します。
異動年月日：カレンダー
財産区分コード：区分検索
動物種類コード：動物種類マスタ検索（財産区分別）
受け払い区分コード：受払コード一覧
個体ＩＤ：財産・動物別個体検索

日付（Ｆ６）ボタン タイムスタンプ画面を表示します。
選択中のデータの登録日・最終更新日・最終更新時間・
最終更新担当者コードをパラメータとして渡します。

台帳（Ｆ７）ボタン 受け払い台帳画面を表示します。
通知書（Ｆ８）ボタン 生産品等受入通知書を印刷します。

パラメータとして選択中の明細の
・動物種類マスタの動物和名
・飼育動物データのオス＿増加数+メス＿増加数+不明＿増加数
・購入評価額
・財産区分名
を渡します。

終了（Ｆ９）ボタン 画面を閉じて個体一覧画面に戻ります。

動物数表示（財産区分１～３）
飼育動物データのうち、動物コード=選択された行の動物コード　かつ　年月日<=異動年月日の条件に該当するレコードを抽出
し、
財産区分=1、財産区分=2、財産区分=3の３つのレコードのそれぞれ年月日が最新のレコードの情報を参照します。
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受け払い入力－受払台帳

１．画面

２．パラメータ
1
2

財産区分
動物コード
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３．使用するテーブル
受け払いデータ
動物種類マスタ
コンスタントマスタ
受払区分マスタ

３．処理内容
カーソル移動順 項目名 入力可 処理内容

財産区分コード パラメータ財産区分を表示します。
財産区分名 コンスタントマスタの

コンスタントコード=財産区分
のレコードを参照し、名称を表示します。

動物種類コード パラメータ動物コードを表示します。
動物名 動物種類マスタの

財産区分=日誌データの財産区分　かつ
動物コード=日誌データの動物コード
のレコードを参照し、動物和名を表示します。

1 異動年月日 異動年月日を表示します。
2 受払区分コード 受け払い区分コードを表示します。

受払区分名 受払区分マスタの
受払区分コード=受け払い区分コード
のレコードを参照し、受払区分名を表示します。

増加数　♂ オス＿増加数を表示します。
増加数　♀ メス＿増加数を表示します。
増加数　？ 不明＿増加数を表示します。
減少数　♂ オス＿減少数を表示します。
減少数　♀ メス＿減少数を表示します。
減少数　？ 不明＿減少数を表示します。
備考 備考を表示します。
日付（Ｆ６）ボタン タイムスタンプ画面を表示します。

選択中のデータの登録日・最終更新日・最終更新時間・
最終更新担当者コードをパラメータとして渡します。

戻る（Ｆ９）ボタン 画面を閉じて元の画面に戻ります。

財産区分、動物コード、異動年月日順に表示します。
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２．パラメータ
1

３．使用するテーブル
受払区分・受払区分コード順に全レコード表示します。

３．処理内容
項目名 入力可 処理内容
受払区分 受払区分の値に応じて下記の通り表示します。

１　'1:受け ’
2  '2:払い'

受払区分コード 受払区分コードを表示します。
受払区分名 受払区分名を表示します。
選択（Enter）ボタン 選択行の受払区分を返してウィンドウを閉じます。

キャンセル 受払区分コードを返さずにウィンドウを閉じます。

受払区分コード

受け払い区分検索

１．画面

受払区分マスタ

カーソル移動順

1

選択した区分を返すために使用します。
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１．パラメータ
1
2
3
4
5
6
7

３．使用するテーブル
パラメータ財産区分=財産区分　かつ
パラメータ動物コード=動物コード　かつ
パラメータ更新年月日=年月日
のレコードを更新対象とします。
レコードが存在しない場合はレコードを作成します。

３．処理内容
処理内容
パラメータ受け払い区分コード=1の場合にパラメータオス数を加算しま
パラメータ受け払い区分コード=1の場合にパラメータメス数を加算します。
パラメータ受け払い区分コード=1の場合にパラメータ不明数を加算しま
パラメータ受け払い区分コード=21の場合にパラメータオス数を加算しま
パラメータ受け払い区分コード=21の場合にパラメータメス数を加算しま
パラメータ受け払い区分コード=21の場合にパラメータ不明数を加算しま
パラメータ受け払い区分コード=2の場合にパラメータオス数を加算しま
パラメータ受け払い区分コード=2の場合にパラメータメス数を加算します。
パラメータ受け払い区分コード=2の場合にパラメータ不明数を加算しま
パラメータ受け払い区分コード=22の場合にパラメータオス数を加算しま
パラメータ受け払い区分コード=22の場合にパラメータメス数を加算しま
パラメータ受け払い区分コード=22の場合にパラメータ不明数を加算しま
パラメータ受け払い区分コード=3の場合にパラメータオス数を加算しま
パラメータ受け払い区分コード=3の場合にパラメータメス数を加算します。
パラメータ受け払い区分コード=3の場合にパラメータ不明数を加算しま
パラメータ受け払い区分コード=23の場合にパラメータオス数を加算しま
パラメータ受け払い区分コード=23の場合にパラメータメス数を加算しま
パラメータ受け払い区分コード=23の場合にパラメータ不明数を加算しま
パラメータ受け払い区分コード=4・5・6・7・8の場合に
パラメータオス数を加算します。
パラメータ受け払い区分コード=4・5・6・7・8の場合に
パラメータメス数を加算します。
パラメータ受け払い区分コード=4・5・6・7・8の場合に
パラメータ不明数を加算します。
パラメータ受け払い区分コード=24・25・26・27・28の場合に
パラメータオス数を加算します。
パラメータ受け払い区分コード=24・25・26・27・28の場合に
パラメータメス数を加算します。
パラメータ受け払い区分コード=24・25・26・27・28の場合に
パラメータ不明数を加算します。
レコード作成時にはシステム日付に更新します。
その他の場合は更新しません。
システム日付に更新します。
システム時間に更新します。
ログイン担当者コードに更新します。

当日異動数＿オス他＿出異動数

当日異動数＿メス他＿出異動数

当日異動数＿不明他＿出異動数

当日異動数＿オス保護＿出異動数
当日異動数＿メス保護＿出異動数
当日異動数＿不明保護＿出異動数
当日異動数＿オス他＿入異動数

当日異動数＿メス他＿入異動数

当日異動数＿不明他＿入異動数

当日異動数＿オス返却＿出異動数
当日異動数＿メス返却＿出異動数
当日異動数＿不明返却＿出異動数
当日異動数＿オス保護＿入異動数
当日異動数＿メス保護＿入異動数
当日異動数＿不明保護＿入異動数

登録日

最終更新日
最終更新時間
担当者コード

当日異動数＿メス貸借＿入異動数
当日異動数＿不明貸借＿入異動数
当日異動数＿オス貸借＿出異動数
当日異動数＿メス貸借＿出異動数
当日異動数＿不明貸借＿出異動数
当日異動数＿オス返却＿入異動数

項目名
当日異動数＿オス貸借＿入異動数

当日異動数＿メス返却＿入異動数
当日異動数＿不明返却＿入異動数

動物コード
受け払い区分コード

メス数

飼育動物異動数データ更新

オス数

飼育動物データ

更新年月日
財産区分

不明数
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１．パラメータ
1
2
3

２．使用するテーブル
パラメータ財産区分=財産区分　かつ
パラメータ動物コード=動物コード　かつ
パラメータ動物数確定日の翌日<=年月日
のレコードを更新対象とします。
該当するレコードは財産区分、動物コード、年月日の順に整列し
処理します。

３．処理内容
処理内容

処理対象レコードの
前日動物数＿前日園内オス数+
当日異動数＿オス貸借＿入異動数+当日異動数＿オス返却＿入異動数+
当日異動数＿オス保護＿入異動数+当日異動数＿オス他＿入異動数-
当日異動数＿オス貸借＿出異動数-当日異動数＿オス返却＿出異動数-
当日異動数＿オス保護＿出異動数-当日異動数＿オス他＿出異動数
の値で更新します。
処理対象レコードの
前日動物数＿前日園内メス数+
当日異動数＿メス貸借＿入異動数+当日異動数＿メス返却＿入異動数+
当日異動数＿メス保護＿入異動数+当日異動数＿メス他＿入異動数-
当日異動数＿メス貸借＿出異動数-当日異動数＿メス返却＿出異動数-
当日異動数＿メス保護＿出異動数-当日異動数＿メス他＿出異動数
の値で更新します。

処理対象レコードの
前日動物数＿前日園内不明数+
当日異動数＿不明貸借＿入異動数+当日異動数＿不明返却＿入異動数
+
当日異動数＿不明保護＿入異動数+当日異動数＿不明他＿入異動数-
当日異動数＿不明貸借＿出異動数-当日異動数＿不明返却＿出異動数
-
当日異動数＿不明保護＿出異動数-当日異動数＿不明他＿出異動数

処理対象となった最初のレコードは以下の通り処理します。
・パラメータ財産区分=財産区分　かつ
　パラメータ動物コード=動物コード　かつ
　パラメータ動物数確定日>=年月日のレコードのうち、年月日が最新の
　レコードを選択し、当日動物数の値をそれぞれ取得します。
・処理対象のレコードの前日動物数の各欄を取得した同種の当日動物数
　の値で更新します。
（例）前日動物数＿前日園内オス数は取得した当日動物数＿当日園内
オス数の値で更新

2レコード目以降は前レコードで算出した同種の当日動物数の値で
更新します。

※以下の処理は飼育動物移動数データ更新の処理を行った後に実行します。

当日動物数＿当日園内不明数

前日動物数＿前日オス保護数
前日動物数＿前日メス保護数
前日動物数＿前日不明保護数

前日動物数＿前日園内不明数
前日動物数＿前日オス貸数
前日動物数＿前日メス貸数
前日動物数＿前日不明貸数
前日動物数＿前日オス借数

飼育動物数データ更新

動物数確定日
財産区分

前日動物数＿前日メス借数

飼育動物データ

項目名

前日動物数＿前日園内オス数

動物コード

当日動物数＿当日園内メス数

前日動物数＿前日園内メス数

当日動物数＿当日園内オス数

前日動物数＿前日不明借数
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処理対象レコードの
前日動物数＿前日オス貸数+
当日異動数＿オス貸借＿出異動数-当日異動数＿オス返却＿入異動数
の値で更新します。
処理対象レコードの
前日動物数＿前日メス貸数+
当日異動数＿メス貸借＿出異動数-当日異動数＿メス返却＿入異動数
の値で更新します。
処理対象レコードの
前日動物数＿前日不明貸数+
当日異動数＿不明貸借＿出異動数-当日異動数＿不明返却＿入異動数
の値で更新します。
処理対象レコードの
前日動物数＿前日オス借数+
当日異動数＿オス貸借＿入異動数-当日異動数＿オス返却＿出異動数
の値で更新します。
処理対象レコードの
前日動物数＿前日メス借数+
当日異動数＿メス貸借＿入異動数-当日異動数＿メス返却＿出異動数
の値で更新します。
処理対象レコードの
前日動物数＿前日不明借数+
当日異動数＿不明貸借＿入異動数-当日異動数＿不明返却＿出異動数
の値で更新します。
処理対象レコードの
前日動物数＿前日オス保護数+
当日異動数＿オス保護＿入異動数-当日異動数＿オス保護＿出異動数
の値で更新します。
処理対象レコードの
前日動物数＿前日メス保護数+
当日異動数＿メス保護＿入異動数-当日異動数＿メス保護＿出異動数
の値で更新します。
処理対象レコードの
前日動物数＿前日不明保護数+
当日異動数＿不明保護＿入異動数-当日異動数＿不明保護＿出異動数
の値で更新します。
処理開始時にシステム日付を取得して保存しておき、
処理した全レコードをその値に更新します。
処理開始時にシステム時刻を取得して保存しておき、
処理した全レコードをその値に更新します。
ログイン担当者コードに更新します。

最終更新時間

担当者コード

最終更新日

当日動物数＿当日オス貸数

当日動物数＿当日メス貸数

当日動物数＿当日不明貸数

当日動物数＿当日オス借数

当日動物数＿当日不明保護数

当日動物数＿当日不明借数

当日動物数＿当日オス保護数

当日動物数＿当日メス保護数

当日動物数＿当日メス借数
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動物台帳－範囲指定

１．画面

２．使用するテーブル
コンスタントマスタ
動物種類マスタ
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３．処理内容
カーソル移動順 項目名 入力可 処理内容

1 開始財産区分コード ○ 出力する財産区分の範囲（開始）を入力します。
財産区分がコンスタントマスタ上に存在しない場合、
「財産区分が存在しません。」とエラーを表示します。
4が入力された場合、
「財産区分=4は指定できません。」とエラーを表示します。

開始財産区分名 コンスタントマスタの
コンスタントコード=開始財産区分コード
のレコードを参照し、名称を表示します。

2 開始動物種類コード ○ 出力する動物コードの範囲（開始）を入力します。
開始財産区分コードと開始動物種類コードをキーに動物種類マスタ
を
参照し、該当レコードが存在しない場合は

開始動物名 動物種類マスタの
財産区分=開始財産区分コード　かつ
動物コード=開始動物コード
のレコードを参照し、動物和名を表示します。

3 終了財産区分コード ○ 出力する財産区分の範囲（終了）を入力します。
財産区分がコンスタントマスタ上に存在しない場合、
「財産区分が存在しません。」とエラーを表示します。
4が入力された場合、
「財産区分=4は指定できません。」とエラーを表示します。

終了財産区分名 コンスタントマスタの
コンスタントコード=終了財産区分コード
のレコードを参照し、名称を表示します。

4 終了動物種類コード ○ 出力する動物コードの範囲（終了）を入力します。
終了財産区分コードと終了動物種類コードをキーに動物種類マスタ
を
参照し、該当レコードが存在しない場合は

終了動物名 動物種類マスタの
財産区分=終了財産区分コード　かつ
動物コード=終了動物コード
のレコードを参照し、動物和名を表示します。

選択（Ｆ５）ボタン 財産区分コード、動物種類コードにカーソルがある場合有効としま
す。
ボタンが有効な時にクリックまたはＦ５キーが押下された場合、
カーソルのある場所によって下記の通り検索画面を表示し、
検索画面で選択された値をカーソルのある項目に表示します。
財産区分コード：区分検索

画面（Ｆ７）ボタン 入力項目の値を保持し、動物種類一覧画面に進みます。
印刷（Ｆ８）ボタン 動物台帳を印刷します。
終了（F9）ボタン 画面を閉じてメインメニューに戻ります。
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動物台帳－動物種類一覧

１．画面

２．使用するテーブル
動物種類マスタ

コンスタントマスタ
受け払いデータ
受払区分マスタ
飼育動物データ

範囲指定で入力された開始・終了財産区分及び開始・終了動物コードから以下の通り選択します。
開始財産区分*10000+開始動物コード<=財産区分*10000+動物コード　かつ
終了財産区分*10000+終了動物コード>=財産区分*10000+動物コード　の条件に該当するレコード
財産区分・動物コード順に表示します。
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３．処理内容
カーソル移動順 項目名 入力可 処理内容

1 財産区分コード 財産区分を表示します。
財産区分名 コンスタントマスタの

コンスタントコード=財産区分のレコードを参照し、
名称を印字します。

2 動物コード 動物コードを表示します。
3 動物名カナ 動物和名カナを表示します。

動物名 動物和名を表示します。

4 異動年月日 異動年月日を表示します。
受払区分コード 受け払い区分コードを表示します。
受払区分名 受払区分マスタの

受払区分コード=受け払い区分コード
のレコードを参照し、受払区分名を表示します。

増加数　♂ オス＿増加数を表示します。
増加数　♀ メス＿増加数を表示します。
増加数　？ 不明＿増加数を表示します。
減少数　♂ オス＿減少数を表示します。
減少数　♀ メス＿減少数を表示します。
減少数　？ 不明＿減少数を表示します。
備考 備考を表示します。

♂当日数 当日動物数＿当日園内オス数を表示します。
♀当日数 当日動物数＿当日園内メス数を表示します。
？当日数 当日動物数＿当日園内不明数を表示します。
明細（Ｆ５）ボタン 動物種類一覧にカーソルがある場合には明細（Ｆ５）と表示し、クリックすると

受払台帳にカーソルを移動します。
戻る（Ｆ５）ボタン 受払台帳にカーソルがある場合には戻る（Ｆ５）と表示し、クリックすると

動物種類一覧にカーソルを移動します。
印刷（Ｆ８）ボタン 動物台帳を印刷します。
終了（Ｆ９）ボタン 画面を閉じて動物台帳　範囲画面に戻ります。

当日数
選択された受け払いデータの財産区分=財産区分　かつ　選択された受け払いデータの動物コード=動物コード　かつ
選択された受け払いデータの異動年月日=異動年月日　に該当する飼育動物データのレコードの内容を表示します。

動物種類一覧

受払台帳
動物種類一覧で選択された行の財産区分=受払区分コード　かつ
動物種類一覧で選択された行の動物コード=動物コード　の条件に該当する受け払いデータを一覧表示します。
異動年月日順に表示します。

101 / 161 ページ



動物台帳－印刷

１．画面

２．使用するテーブル
受け払いデータ

動物種類マスタ
コンスタントマスタ
受払区分マスタ
飼育動物データ

範囲指定で入力された開始・終了財産区分及び開始・終了動物コードから以下の通り選択します。
開始財産区分*10000+開始動物コード<=財産区分*10000+動物コード　かつ
終了財産区分*10000+終了動物コード>=財産区分*10000+動物コード　の条件に該当するレコード
財産区分・動物コード・異動年月日順に印字します。
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３．処理内容
カーソル移動順 項目名 入力可 処理内容

財産区分コード 財産区分を印字します。
財産区分名 コンスタントマスタの

コンスタントコード=財産区分のレコードを参照し、
名称を印字します。

動物コード 動物コードを印字します。
動物名カナ 動物和名カナを印字します。
動物名 動物和名を印字します。
ページ番号 ページ番号を印字します。

発生日 異動年月日を印字します。
受払区分コード 受け払い区分コードを印字します。
受払区分名 受払区分マスタの

受払区分コード=受け払い区分コード
のレコードを参照し、受払区分名を印字します。

増加数　♂ オス＿増加数を印字します。
増加数　♀ メス＿増加数を印字します。
増加数　？ 不明＿増加数を印字します。
減少数　♂ オス＿減少数を印字します。
減少数　♀ メス＿減少数を印字します。
減少数　？ 不明＿減少数を印字します。
備考 備考を印字します。

♂現在数 当日動物数＿当日園内オス数を印字します。
♀現在数 当日動物数＿当日園内メス数を印字します。
？現在数 当日動物数＿当日園内不明数を印字します。

現在数
ヘッダの財産区分=財産区分　かつ　ヘッダの動物コード=動物コード　かつ　ヘッダの異動年月日=異動年月日
に該当する飼育動物データのレコードの内容を印字します。

ヘッダ
動物コードごとに改ページし、ヘッダを出力します。

明細
ヘッダの財産区分=財産区分コード　かつ
ヘッダの動物コード=動物コード　の条件に該当する受け払いデータを一覧印字します。
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飼育動物月報－範囲指定

１．画面

２．使用するテーブル
なし

３．処理内容
カーソル移動順 項目名 入力可 処理内容

1 集計年月日 ○ 集計する年月を入力します。
初期値はシステム日付の年月とします。

選択（Ｆ５）ボタン ボタンを押すとカレンダーを表示します。
画面（Ｆ７）ボタン 入力項目の値を保持し、動物月報画面に進みます。
印刷（Ｆ８）ボタン 動物月報を印刷します。
終了（F9）ボタン 画面を閉じてメインメニューに戻ります。
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飼育動物月報－画面

１．画面

２．使用するテーブル
受け払いデータ

動物種類マスタ
コンスタントマスタ
受払区分マスタ

異動年月日>=範囲指定で指定された年月の月初　かつ　異動年月日<=範囲指定で指定された年月の月末
のレコードを異動年月日・財産区分・動物コード順に表示します。
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３．処理内容
カーソル移動順 項目名 入力可 処理内容

集計年月 範囲指定で入力された集計年月を表示します。

1 財産区分コード 財産区分を表示します。
財産区分名 コンスタントマスタの

コンスタントコード=財産区分のレコードを参照し、
名称を印字します。

2 動物コード 動物コードを表示します。
動物名 動物和名を表示します。
受払区分コード 受け払い区分コードを表示します。
受払区分名 受払区分マスタの

受払区分コード=受け払い区分コード
のレコードを参照し、受払区分名を表示します。

増加数　♂ オス＿増加数を表示します。
増加数　♀ メス＿増加数を表示します。
増加数　？ 不明＿増加数を表示します。
減少数　♂ オス＿減少数を表示します。
減少数　♀ メス＿減少数を表示します。
減少数　？ 不明＿減少数を表示します。
備考 備考を表示します。

3 発生日 異動年月日を表示します。
印刷（Ｆ８）ボタン 動物台帳を印刷します。
終了（Ｆ９）ボタン 画面を閉じて飼育動物月報　範囲指定画面に戻ります。

区分別種類・動物数一覧
種類数・動物数取得に記載した処理内容で集計し、結果を表示します。
動物の移動状況
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飼育動物月報－印刷

１．帳票

２．使用するテーブル
受け払いデータ

動物種類マスタ
受払区分マスタ
確認印名称マスタ

３．処理内容
カーソル移動順 項目名 入力可 処理内容

集計年月 範囲指定で入力された集計年月を表示します。
ページ番号 ページ番号を印字します。
確認印欄見出し 左から順に、確認印名称マスタの名称１～９＿帳票２の内容を

印字します。１０バイト超の長さの文字列を印字する場合は１０バイトで
改行します。

動物コード 動物コードを表示します。
動物名 動物和名を表示します。
受払区分コード 受け払い区分コードを表示します。
受払区分名 受払区分マスタの

受払区分コード=受け払い区分コード
のレコードを参照し、受払区分名を表示します。

増加数　♂ オス＿増加数を表示します。
増加数　♀ メス＿増加数を表示します。
増加数　？ 不明＿増加数を表示します。
減少数　♂ オス＿減少数を表示します。
減少数　♀ メス＿減少数を表示します。
減少数　？ 不明＿減少数を表示します。
備考 備考を表示します。
発生日 異動年月日を表示します。

異動年月日>=範囲指定で指定された年月の月初　かつ　異動年月日<=範囲指定で指定された年月の月末
のレコードを異動年月日・財産区分・動物コード順に表示します。

区分別種類・動物数一覧
種類数・動物数取得に記載した処理内容で集計し、結果を表示します。
動物の異動状況

ヘッダ
2ページ目以降は確認印欄見出し、区分別種類・動物数一覧は出力しません。

107 / 161 ページ



１．パラメータ
1

３．使用するテーブル
財産区分>=1　かつ　財産区分<=3　かつ
受け払い管理フラグ='TRUE' のレコードを処理対象とします。
動物コード・財産区分の順に整列して処理します。
動物種類マスタの財産区分=財産区分　かつ
動物種類マスタの動物コード=動物コード　かつ
範囲指定で入力された年月の末日>=年月日
のレコードのうち、年月日が最新のものを処理対象とします。

３．処理内容
処理内容

綱コード=1
綱コード=2
綱コード=3
綱コード=4
綱コード=5
綱コード=9

綱コード=1　かつ　財産区分=1
綱コード=2　かつ　財産区分=1
綱コード=3　かつ　財産区分=1
綱コード=4　かつ　財産区分=1
綱コード=5　かつ　財産区分=1
綱コード=9　かつ　財産区分=1
綱コード=1　かつ　財産区分=2
綱コード=2　かつ　財産区分=2
綱コード=3　かつ　財産区分=2
綱コード=4　かつ　財産区分=2
綱コード=5　かつ　財産区分=2
綱コード=9　かつ　財産区分=2
綱コード=1　かつ　財産区分=3
綱コード=2　かつ　財産区分=3
綱コード=3　かつ　財産区分=3
綱コード=4　かつ　財産区分=3
綱コード=5　かつ　財産区分=3
綱コード=9　かつ　財産区分=3

種類数・動物数取得

年月

全動物＿種類数＿爬虫類
全動物＿種類数＿両生類
全動物＿種類数＿昆虫類

動物種類マスタ

全動物＿種類数＿魚類

飼育動物データ

項目名

全動物＿種類数＿哺乳類
全動物＿種類数＿鳥類

備品＿種類数＿両生類

備品＿種類数＿哺乳類
備品＿種類数＿鳥類

消耗品＿種類数＿魚類

未処理＿種類数＿昆虫類

備品＿種類数＿昆虫類
備品＿種類数＿魚類
消耗品＿種類数＿哺乳類
消耗品＿種類数＿鳥類

備品＿種類数＿爬虫類

消耗品＿種類数＿昆虫類

消耗品＿種類数＿爬虫類
消耗品＿種類数＿両生類

未処理＿種類数＿哺乳類
未処理＿種類数＿鳥類
未処理＿種類数＿爬虫類
未処理＿種類数＿両生類

未処理＿種類数＿魚類

種類数は整数３桁、動物数は整数４桁とします。
上記の条件に該当するレコードを順に読み込み、データの内容によって以下の通り更新していきます。
処理対象レコードを全件読み込んだ後の値を集計結果として表示・印字します。
全動物種類数は同一動物コードのレコードを最後まで読み込んだ時点で加算するか否かの判定を行います。
同一動物コードのレコード内に1件でも
当日動物数＿当日園内オス数＋当日動物数＿当日園内メス数+当日動物数＿当日園内不明数<>0
の条件に該当するレコードがあった場合は１加算します。
どの項目を更新するかは綱コードによって判定します。

財産区分別種類数はレコード読み込み時に
当日動物数＿当日園内オス数＋当日動物数＿当日園内メス数+当日動物数＿当日園内不明数<>0
の条件に該当するレコードがあった場合は１加算します。
どの項目を更新するかは綱コードと財産区分によって判定します。

貸出財産区分別種類数はレコード読み込み時に
当日動物数＿当日オス貸数＋当日動物数＿当日メス貸数+当日動物数＿当日不明貸数<>0
の条件に該当するレコードがあった場合は１加算します。
どの項目を更新するかは綱コードと財産区分によって判定します。
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綱コード=1　かつ　財産区分=1
綱コード=2　かつ　財産区分=1
綱コード=3　かつ　財産区分=1
綱コード=4　かつ　財産区分=1
綱コード=5　かつ　財産区分=1
綱コード=9　かつ　財産区分=1
綱コード=1　かつ　財産区分=2
綱コード=2　かつ　財産区分=2
綱コード=3　かつ　財産区分=2
綱コード=4　かつ　財産区分=2
綱コード=5　かつ　財産区分=2
綱コード=9　かつ　財産区分=2

綱コード=1　かつ　財産区分=3
綱コード=2　かつ　財産区分=3
綱コード=3　かつ　財産区分=3
綱コード=4　かつ　財産区分=3
綱コード=5　かつ　財産区分=3
綱コード=9　かつ　財産区分=3

綱コード=1
綱コード=2
綱コード=3
綱コード=4
綱コード=5
綱コード=9
綱コード=1　かつ　財産区分=1
綱コード=2　かつ　財産区分=1
綱コード=3　かつ　財産区分=1
綱コード=4　かつ　財産区分=1
綱コード=5　かつ　財産区分=1
綱コード=9　かつ　財産区分=1
綱コード=1　かつ　財産区分=2
綱コード=2　かつ　財産区分=2
綱コード=3　かつ　財産区分=2
綱コード=4　かつ　財産区分=2
綱コード=5　かつ　財産区分=2
綱コード=9　かつ　財産区分=2
綱コード=1　かつ　財産区分=3
綱コード=2　かつ　財産区分=3
綱コード=3　かつ　財産区分=3
綱コード=4　かつ　財産区分=3
綱コード=5　かつ　財産区分=3
綱コード=9　かつ　財産区分=3

綱コード=1　かつ　財産区分=1
綱コード=2　かつ　財産区分=1
綱コード=3　かつ　財産区分=1
綱コード=4　かつ　財産区分=1

備品＿動物数＿哺乳類
備品＿動物数＿鳥類

全動物＿動物数＿爬虫類
全動物＿動物数＿両生類
全動物＿動物数＿昆虫類
全動物＿動物数＿魚類

貸出備品＿種類数＿両生類

消耗品＿動物数＿哺乳類
消耗品＿動物数＿鳥類
消耗品＿動物数＿爬虫類
消耗品＿動物数＿両生類

備品＿動物数＿爬虫類
備品＿動物数＿両生類
備品＿動物数＿昆虫類
備品＿動物数＿魚類

全動物＿動物数＿哺乳類

貸出消耗品＿種類数＿昆虫類

消耗品＿動物数＿昆虫類
消耗品＿動物数＿魚類

貸出備品＿種類数＿哺乳類
貸出備品＿種類数＿鳥類
貸出備品＿種類数＿爬虫類

貸出備品＿種類数＿昆虫類
貸出備品＿種類数＿魚類

貸出備品＿動物数＿哺乳類
貸出備品＿動物数＿鳥類
貸出備品＿動物数＿爬虫類

借受未処理＿種類数＿鳥類
借受未処理＿種類数＿爬虫類
借受未処理＿種類数＿両生類

借受未処理＿種類数＿哺乳類

貸出備品＿動物数＿両生類

未処理＿動物数＿昆虫類
未処理＿動物数＿魚類

未処理＿動物数＿哺乳類
未処理＿動物数＿鳥類

全動物＿動物数＿鳥類

貸出消耗品＿種類数＿哺乳類
貸出消耗品＿種類数＿鳥類
貸出消耗品＿種類数＿爬虫類
貸出消耗品＿種類数＿両生類

未処理＿動物数＿爬虫類
未処理＿動物数＿両生類

貸出消耗品＿種類数＿魚類

借受未処理＿種類数＿昆虫類
借受未処理＿種類数＿魚類
財産区分別動物数はレコード読み込み時に
当日動物数＿当日園内オス数＋当日動物数＿当日園内メス数+当日動物数＿当日園内不明数
の数値を加算していきます。
どの項目を更新するかは綱コードと財産区分によって判定します。

借受財産区分別種類数はレコード読み込み時に
当日動物数＿当日オス借数＋当日動物数＿当日メス借数+当日動物数＿当日不明借数<>0
の条件に該当するレコードがあった場合は１加算します。
どの項目を更新するかは綱コードと財産区分によって判定します。

貸出財産区分別動物数はレコード読み込み時に
当日動物数＿当日オス貸数＋当日動物数＿当日メス貸数+当日動物数＿当日不明貸数<>0
の値を加算していきます。
どの項目を更新するかは綱コードと財産区分によって判定します。
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綱コード=5　かつ　財産区分=1
綱コード=9　かつ　財産区分=1
綱コード=1　かつ　財産区分=2
綱コード=2　かつ　財産区分=2
綱コード=3　かつ　財産区分=2
綱コード=4　かつ　財産区分=2
綱コード=5　かつ　財産区分=2
綱コード=9　かつ　財産区分=2

綱コード=1　かつ　財産区分=3
綱コード=2　かつ　財産区分=3
綱コード=3　かつ　財産区分=3
綱コード=4　かつ　財産区分=3
綱コード=5　かつ　財産区分=3
綱コード=9　かつ　財産区分=3

貸出消耗品＿動物数＿爬虫類

借受未処理＿動物数＿爬虫類

貸出消耗品＿動物数＿両生類

貸出備品＿動物数＿昆虫類
貸出備品＿動物数＿魚類

貸出消耗品＿動物数＿昆虫類
貸出消耗品＿動物数＿魚類

貸出消耗品＿動物数＿哺乳類
貸出消耗品＿動物数＿鳥類

借受未処理＿動物数＿昆虫類

借受未処理＿動物数＿哺乳類
借受未処理＿動物数＿鳥類

借受未処理＿動物数＿魚類

借受財産区分別動物数はレコード読み込み時に
当日動物数＿当日オス借数＋当日動物数＿当日メス借数+当日動物数＿当日不明借数<>0
の値を加算していきます。
どの項目を更新するかは綱コードと財産区分によって判定します。

借受未処理＿動物数＿両生類
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飼育動物一覧－画面

１．画面

２．使用するテーブル
動物種類マスタ

コンスタントマスタ
動物区分マスタ
飼育動物データ

３．処理内容
カーソル移動順 項目名 入力可 処理内容

1 綱コード 綱コードを表示します。
綱和名 綱コードをキーに動物区分マスタを参照し、和名を表示します。

2 目コード 目コードを表示します。
目和名 綱コード・目コードをキーに動物区分マスタを参照し、

和名を表示します。
3 科コード 科コードを表示します。

科和名 綱コード・目コード・科コードをキーに動物区分マスタを参照し、
和名を表示します。

財産区分コード 財産区分を表示します。
財産区分名 コンスタントマスタの

コンスタントコード=財産区分のレコードを参照し、
名称を印字します。

4 動物コード 動物コードを表示します。
動物名 動物和名を表示します。

受け払い管理フラグ='TRUE'のレコードを処理対象とし、
綱コード・目コード・科コード・亜科コード・動物コード・財産区分順に表示します。

動物種類一覧
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動物数 当日動物数＿当日園内オス数+当日動物数＿当日園内メス数+
当日動物数＿当日園内不明数 の値を表示します。

貸数 当日動物数＿当日オス貸数+当日動物数＿当日メス貸数+
当日動物数＿当日不明貸数 の値を表示します。

借数 当日動物数＿当日オス借数+当日動物数＿当日メス借数+
当日動物数＿当日不明借数 の値を表示します。

保護数 当日動物数＿当日オス保護数+当日動物数＿当日メス保護数+
当日動物数＿当日不明保護数 の値を表示します。

種合計 当日数を動物コードごとに集計し、合計が0以外であれば1種類とカウントして
集計します。

数合計 科ごとの動物数を集計して出力します。
印刷（Ｆ８）ボタン 飼育動物一覧表を印刷します。
終了（Ｆ９）ボタン 画面を閉じて飼育動物一覧表　範囲画面に戻ります。

当日数
動物種類マスタの財産区分=財産区分　かつ　動物種類マスタの動物コード=動物コード　かつ　年月日<=集計年月日
に該当する飼育動物データのうち、最新の年月日のレコードを集計に使用します。

科ごとの合計数
科の最終行に合計行として、種類数合計と動物数合計を出力します。文字色は青とします。
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飼育動物一覧－印刷

１．帳票

２．使用するテーブル
動物種類マスタ

コンスタントマスタ
動物区分マスタ
飼育動物データ

３．処理内容
カーソル移動順 項目名 入力可 処理内容

綱コード 綱コードを印字します。
綱和名 綱コードをキーに動物区分マスタを参照し、和名を印字します。
目コード 目コードを印字します。
目和名 綱コード・目コードをキーに動物区分マスタを参照し、

和名を印字します。
科コード 科コードを印字します。
科和名 綱コード・目コード・科コードをキーに動物区分マスタを参照し、

和名を印字します。
動物コード 動物コードを表示します。
動物名 動物和名を表示します。
財産区分コード 財産区分を表示します。
財産区分名 コンスタントマスタの

コンスタントコード=財産区分のレコードを参照し、
名称を印字します。

動物数 当日動物数＿当日園内オス数+当日動物数＿当日園内メス数+
当日動物数＿当日園内不明数 の値を表示します。

貸数 当日動物数＿当日オス貸数+当日動物数＿当日メス貸数+
当日動物数＿当日不明貸数 の値を表示します。

借数 当日動物数＿当日オス借数+当日動物数＿当日メス借数+
当日動物数＿当日不明借数 の値を表示します。

保護数 当日動物数＿当日オス保護数+当日動物数＿当日メス保護数+
当日動物数＿当日不明保護数 の値を表示します。

目コード 目コードを印字します。
目和名 綱コード・目コードをキーに動物区分マスタを参照し、

和名を印字します。
種合計 当日数を動物コードごとに集計し、合計が0以外であれば1種類とカウントして

集計します。
数合計 科ごとの動物数を集計して出力します。

受け払い管理フラグ='TRUE'のレコードを処理対象とし、
綱コード・目コード・科コード・亜科コード・動物コード・財産区分順に表示します。

動物種類一覧

当日数
動物種類マスタの財産区分=財産区分　かつ　動物種類マスタの動物コード=動物コード　かつ　年月日<=集計年月日
に該当する飼育動物データのうち、最新の年月日のレコードを集計に使用します。

科ごとの合計数
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動物異動状況表－範囲指定

１．画面

２．使用するテーブル
なし

３．処理内容
カーソル移動順 項目名 入力可 処理内容

1 集計開始年月日 ○ 集計する年月日を入力します。
初期値はシステム日付の属する年度の4月1日（初日）とします。

2 集計終了年月日 ○ 集計する年月日を入力します。
初期値はシステム日付の属する年度の3月31日（末日）とします。

選択（Ｆ５）ボタン ボタンを押すとカレンダーを表示します。
画面（Ｆ７）ボタン 入力項目の値を保持し、動物一覧画面に進みます。
印刷（Ｆ８）ボタン 動物異動状況表を印刷します。
終了（F9）ボタン 画面を閉じてメインメニューに戻ります。
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動物異動状況表－動物種類一覧

１．画面

２．使用するテーブル
動物種類マスタ
コンスタントマスタ
受け払いデータ
飼育動物データ

３．処理内容
カーソル移動順 項目名 入力可 処理内容

集計年月日 範囲指定で入力された集計開始年月日、集計終了年月日を表示します。

1 綱 綱コードを表示します。
綱和名 綱コードをキーに動物区分マスタを参照し、和名を表示します。

財産区分コード 財産区分を表示します。
財産区分名 コンスタントマスタの

コンスタントコード=財産区分のレコードを参照し、
名称を印字します。

動物コード 動物コードを表示します。見出し行では目コード・科コードを表示します。
動物名 動物和名を表示します。見出し行では目和名・科和名を表示します。

異動状況明細
綱一覧で選択した綱コード=綱コードの動物種類マスタのレコードを抽出し、一覧表示します。
目コードが変わる場合、動物種類ごとの明細の前に目見出し行を表示します。
目見出しの文字色は緑とし、目和名の前後を'<<'、'>>'で囲みます。
科コードが変わる場合、動物種類ごとの明細の前に科見出し行を表示します。
科見出しの文字色は緑とし、科和名の前後を'<'、'>'で囲みます。

受け払い管理フラグ='TRUE'のレコードを処理対象とします。

綱一覧

115 / 161 ページ



♂ 当日動物数＿当日園内オス数を表示します。
♀ 当日動物数＿当日園内メス数を表示します。
？ 当日動物数＿当日園内不明数を表示します。
計 上記3項目の値の合計を表示します。

繁殖数　♂ 受け払い区分コード=4 のレコードの　オス＿増加数を合算して表示します。
繁殖数　♀ 受け払い区分コード=4 のレコードの　メス＿増加数を合算して表示します。
繁殖数　？ 受け払い区分コード=4 のレコードの　不明＿増加数を合算して表示します。
計 上記3項目の値の合計を表示します。
転入数　♂ 受け払い区分コード=1又は2又は3又は5又は6又は7又は8のレコードの

オス＿増加数を合算して表示します。
転入数　♀ 受け払い区分コード=1又は2又は3又は5又は6又は7又は8のレコードの

メス＿増加数を合算して表示します。
転入数　？ 受け払い区分コード=1又は2又は3又は5又は6又は7又は8のレコードの

不明＿増加数を合算して表示します。
計 上記3項目の値の合計を表示します。
死亡数　♂ 受け払い区分コード=24 のレコードの　オス＿増加数を合算して表示します。
死亡数　♀ 受け払い区分コード=24 のレコードの　メス＿増加数を合算して表示します。
死亡数　？ 受け払い区分コード=24 のレコードの　不明＿増加数を合算して表示します。
計 上記3項目の値の合計を表示します。
転出数　♂ 受け払い区分コード=21又は22又は23又は25又は26又は27又は28のレコードの

オス＿増加数を合算して表示します。
転出数　♀ 受け払い区分コード=21又は22又は23又は25又は26又は27又は28のレコードの

メス＿増加数を合算して表示します。
転出数　？ 受け払い区分コード=21又は22又は23又は25又は26又は27又は28のレコードの

不明＿増加数を合算して表示します。
計 上記3項目の値の合計を表示します。

♂ 当日動物数＿当日園内オス数を表示します。
♀ 当日動物数＿当日園内メス数を表示します。
？ 当日動物数＿当日園内不明数を表示します。
計 上記3項目の値の合計を表示します。
明細（Ｆ５）ボタン 綱一覧にカーソルがある場合には明細（Ｆ５）と表示し、クリックすると

集計期間内異動状況にカーソルを移動します。
戻る（Ｆ５）ボタン 集計期間内異動状況にカーソルがある場合には戻る（Ｆ５）と表示し、クリックする

と
印刷（Ｆ８）ボタン 動物異動状況表を印刷します。
終了（Ｆ９）ボタン 画面を閉じて動物異動状況表　範囲指定画面に戻ります。

集計終了年月日時点動物数
動物種類マスタの財産区分=財産区分　かつ　動物種類マスタの動物コード=動物コード　かつ　年月日<=集計終了年月日
に該当する飼育動物データのうち、最新の年月日のレコードの内容を表示します。
ヘッダ行には（集計終了年月日）動物数　と表示します。

集計開始年月日前日時点動物数
動物種類マスタの財産区分=財産区分　かつ　動物種類マスタの動物コード=動物コード　かつ　年月日<集計開始年月日
に該当する飼育動物データのうち、最新の年月日のレコードの内容を表示します。
ヘッダ行には（集計開始年月日の前日）動物数　と表示します。

集計期間内異動状況
受け払いデータの財産区分=財産区分　かつ　受け払いデータの動物コード=動物コード　かつ
異動年月日>=集計開始年月日　かつ　異動年月日<=集計終了年月日　に該当するレコードを集計対象とします。
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動物異動状況表－印刷

１．帳票

２．使用するテーブル
動物種類マスタ
コンスタントマスタ
受け払いデータ
飼育動物データ

３．処理内容
カーソル移動順 項目名 入力可 処理内容

集計年月日 範囲指定で入力された集計開始年月日、集計終了年月日を印字します。
綱 綱コードを印字します。
綱和名 綱コードをキーに動物区分マスタを参照し、和名を印字します。

財産区分コード 財産区分を印字します。
財産区分名 コンスタントマスタの

コンスタントコード=財産区分のレコードを参照し、
名称を印字します。

動物コード 動物コードを印字します。見出し行では目コード・科コードを印字します。
動物名 動物和名を印字します。見出し行では目和名・科和名を印字します。

受け払い管理フラグ='TRUE'のレコードを処理対象とします。

ヘッダ　網コードごとに改ページします。

異動状況明細
綱一覧で選択した綱コード=綱コードの動物種類マスタのレコードを抽出し、一覧印字します。
目コードが変わる場合、動物種類ごとの明細の前に目見出し行を印字します。
目見出しの文字色は緑とし、目和名の前後を'<<'、'>>'で囲みます。
科コードが変わる場合、動物種類ごとの明細の前に科見出し行を印字します。
科見出しの文字色は緑とし、科和名の前後を'<'、'>'で囲みます。
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♂ 当日動物数＿当日園内オス数を印字します。
♀ 当日動物数＿当日園内メス数を印字します。
？ 当日動物数＿当日園内不明数を印字します。
計 上記3項目の値の合計を印字します。

繁殖数　♂ 受け払い区分コード=4 のレコードの　オス＿増加数を合算して印字します。
繁殖数　♀ 受け払い区分コード=4 のレコードの　メス＿増加数を合算して印字します。
繁殖数　？ 受け払い区分コード=4 のレコードの　不明＿増加数を合算して印字します。
計 上記3項目の値の合計を印字します。
転入数　♂ 受け払い区分コード=1又は2又は3又は5又は6又は7又は8のレコードの

オス＿増加数を合算して印字します。
転入数　♀ 受け払い区分コード=1又は2又は3又は5又は6又は7又は8のレコードの

メス＿増加数を合算して印字します。
転入数　？ 受け払い区分コード=1又は2又は3又は5又は6又は7又は8のレコードの

不明＿増加数を合算して印字します。
計 上記3項目の値の合計を印字します。
死亡数　♂ 受け払い区分コード=24 のレコードの　オス＿増加数を合算して印字します。
死亡数　♀ 受け払い区分コード=24 のレコードの　メス＿増加数を合算して印字します。
死亡数　？ 受け払い区分コード=24 のレコードの　不明＿増加数を合算して印字します。
計 上記3項目の値の合計を印字します。
転出数　♂ 受け払い区分コード=21又は22又は23又は25又は26又は27又は28のレコードの

オス＿増加数を合算して印字します。
転出数　♀ 受け払い区分コード=21又は22又は23又は25又は26又は27又は28のレコードの

メス＿増加数を合算して印字します。
転出数　？ 受け払い区分コード=21又は22又は23又は25又は26又は27又は28のレコードの

不明＿増加数を合算して印字します。
計 上記3項目の値の合計を印字します。

♂ 当日動物数＿当日園内オス数を印字します。
♀ 当日動物数＿当日園内メス数を印字します。
？ 当日動物数＿当日園内不明数を印字します。
計 上記3項目の値の合計を印字します。

集計期間内異動状況
受け払いデータの財産区分=財産区分　かつ　受け払いデータの動物コード=動物コード　かつ
異動年月日>=集計開始年月日　かつ　異動年月日<=集計終了年月日　に該当するレコードを集計対象とします。

集計終了年月日時点動物数
動物種類マスタの財産区分=財産区分　かつ　動物種類マスタの動物コード=動物コード　かつ　年月日<=集計終了年月日
に該当する飼育動物データのうち、最新の年月日のレコードの内容を印字します。
ヘッダ行には（集計終了年月日）　と印字します。

集計開始年月日前日時点動物数
動物種類マスタの財産区分=財産区分　かつ　動物種類マスタの動物コード=動物コード　かつ　年月日<集計開始年月日
に該当する飼育動物データのうち、最新の年月日のレコードの内容を印字します。
ヘッダ行には（集計開始年月日の前日）を印字します。
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備品借受動物使用簿　範囲指定

１．画面

２．使用するテーブル
なし

３．処理内容
カーソル移動順 項目名 入力可 処理内容

1 基準年月日 ○ 集計する年月日を入力します。
初期値はシステム日付の年月日とします。

選択（Ｆ５）ボタン ボタンを押すとカレンダーを表示します。
印刷（Ｆ８）ボタン 備品借受動物使用簿を印刷します。
終了（F9）ボタン 画面を閉じてメインメニューに戻ります。
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備品借受動物使用簿－印刷

１．帳票

２．使用するテーブル
個体マスタ

コンスタントマスタ
受払区分マスタ
動物種類マスタ
確認印名称マスタ

３．処理内容
カーソル移動順 項目名 入力可 処理内容

使用者職名 確認印名称マスタの名称１＿帳票３を印字します。
使用者氏名 確認印名称マスタの名称２＿帳票３を印字します。
発令年月日（課・係とも） 確認印名称マスタの名称３＿帳票３を印字します。

動物種 財産区分・動物コードをキーに動物種類マスタを参照し、
動物和名を印字します。

個体ＩＤ 個体ＩＤを印字します。
愛称 愛称を印字します。
受入年月日 受け日を印字します。

明細
１ページあたりの明細数は1ページ目が9、2ページ目以降が17となります。ページの途中で印字する明細が終了した場合、
不足した明細数分の空白行を印字します。

下記のいずれかの条件を満たすレコードを処理対象とします。
・財産区分=1　かつ　飼育状況区分=2
・財産区分=3　かつ　（受け区分コード=1　又は　受け区分コード=4）　かつ　飼育状況区分=2
・財産区分=1　かつ　飼育状況区分=1　かつ　払い区分コード=21　かつ　（死亡日=入力なし　又は　死亡日>基準年月
日）
個体ＩＤ順に印字します。

ヘッダ
3行のうち1行目のみ下記の内容を印字します。
2ページ名以降は明細の見出し部分（動物種・個体ＩＤなど）のみ印刷します。
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備考 受け区分コード=1の場合'（借受）'
受け区分コード=2の場合'（貸出）'と印字します。
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生産品等受入通知書　範囲指定

１．画面

２．パラメータ
品名 32バイトの文字項目
数量 4桁の整数項目
単価 11桁の整数項目
摘要 20バイトの文字項目

３．使用するテーブル
なし

３．処理内容
カーソル移動順 項目名 入力可 処理内容

1 通知年月日 ○ 印字する年月日を入力します。
初期値はシステム日付の年月日とします。

選択（Ｆ５）ボタン ボタンを押すとカレンダーを表示します。
印刷（Ｆ８）ボタン 生産品等受入通知書を印刷します。

受けたパラメータをそのまま印刷へ渡します。
終了（F9）ボタン 画面を閉じて元の画面に戻ります。
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生産品等受入通知書－印刷

１．帳票

２．パラメータ
品名 32バイトの文字項目
数量 4桁の整数項目
単価 11桁の整数項目
摘要 20バイトの文字項目

３．使用するテーブル
確認印名称マスタ

４．処理内容
カーソル移動順 項目名 入力可 処理内容

通知年月日 範囲指定で入力した通知年月日を印字します。
物品管理者名 確認印名称マスタの名称１＿帳票４を印字します。
品名 パラメータ品名を印字します。

文字長が16バイトを超える場合は16バイトで改行します。
上下センタリングを行います。

数量 パラメータ数量を印字します。
単価 パラメータ単価を印字します。
金額 パラメータ数量*パラメータ単価の値を印字します。
摘要 パラメータ摘要を印字します。
物品分任出納員名 確認印名称マスタの名称２＿帳票４を印字します。
記帳者名 確認印名称マスタの名称３＿帳票４を印字します。
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動物出納簿・総合台帳　範囲指定

１．画面

２．使用するテーブル
なし

３．処理内容
カーソル移動順 項目名 入力可 処理内容

1 出力簿冊 ○ ここで選択した区分により、出力される帳票が以下の通り決定されま
す。
1:備品　備品動物出納簿（様式４）
2:消耗品　消耗品動物出納簿（様式３）
3:保護・借受　保護・借受動物出納簿（様式５）

2 対象動物 ○ ここで選択した区分により、出力対象の絞り込みを行います。
4:個別指定選択時のみ動物種類欄が表示されます。

3 動物種類コード ○ 出力する動物コードを入力します。
出力簿冊=4の場合は動物種類コードのみ、
出力簿冊<>4の場合は出力簿冊を財産区分として、
財産区分・動物種類コードをキーに動物種類マスタを
参照し、該当レコードが存在しない場合は
「動物コードが存在しません。」とエラーを表示します。

動物名 出力簿冊=4の場合は動物種類コードのみ、
出力簿冊<>4の場合は出力簿冊を財産区分として、
財産区分・動物種類コードをキーに動物種類マスタを
参照し、動物名略を表示します。

選択（Ｆ５）ボタン 動物種類コード入力時に有効とします。
ボタンを押すと
・出力簿冊=4の場合　動物種類マスタ検索（カナ順）
・出力簿冊<>4の場合　動物種類マスタ検索（財産区分別）
を表示します。

印刷（Ｆ８）ボタン 選択した種類の帳票を印刷します。
終了（F9）ボタン 画面を閉じてメニュー画面に戻ります。

124 / 161 ページ



備品動物出納簿（様式４）

１．帳票

２．パラメータ
対象動物
動物種類コード
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３．使用するテーブル
動物種類マスタ

受け払いデータ

コンスタントマスタ
受払区分マスタ
個体マスタ
飼育動物データ

４．処理内容
カーソル移動順 項目名 入力可 処理内容

動物名 動物種類マスタの動物和名を出力します。

年月日 異動年月日を印字します。
摘要（備考） 備考を印字します。
摘要（個体番号） 個体ＩＤを印字します。
摘要（個体愛称） 個体愛称を印字します。
受入数量 オス＿増加数+'/'+メス＿増加数+'/'+不明＿増加数を印字します。
受入金額 購入評価額を印字します。
払出数量 オス＿減少数+'/'+メス＿減少数+'/'+不明＿減少数を印字します。

使用数量 (当日動物数＿当日園内オス数+当日動物数＿当日オス貸数)+'/'+
(当日動物数＿当日園内メス数+当日動物数＿当日メス貸数)+'/'+
(当日動物数＿当日園内不明数+当日動物数＿当日不明貸数)を印字します。

保管数量 0/0/0固定とします。
計 使用数量と同一内容を印字します。

下記の条件に全て該当するレコードを出力します。
・財産区分=1
・（パラメータ対象動物=4　かつ　パラメータ動物種類コード=動物コード）　又は　パラメータ対象動物<>4
・（パラメータ対象動物=2　かつ　（飼育担当者コード<100　又は　飼育担当者コード>110））　又は
　（パラメータ対象動物=3　かつ　飼育担当者コード>=100　かつ　飼育担当者コード<=110））　又は
　（パラメータ対象動物=1　又は　パラメータ対象動物=4）
動物コード順に整列し、レコードごとにヘッダを出力して受け払いデータを読み込みます。

現在高
受け払いデータの財産区分=財産区分　かつ　受け払いデータの動物コード=動物コード　かつ　異動年月日=年月日
に該当する飼育動物データのレコードの内容を参照します。

上記の条件で選択した動物種類マスタの各レコードを順に読み込み、財産区分・動物コードをキーにしてレコードを選択
します。
異動年月日順に整列し、レコードごとに明細を出力します。

明細
１ページあたりの明細数は12です。ページの途中で印字する明細が終了した場合、不足した明細数分の空白行を印字します。
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消耗品動物出納簿（様式３）

１．画面

２．パラメータ
対象動物
動物種類コード
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３．使用するテーブル
動物種類マスタ

受け払いデータ

コンスタントマスタ
受払区分マスタ
個体マスタ
飼育動物データ

４．処理内容
カーソル移動順 項目名 入力可 処理内容

動物名 動物種類マスタの動物和名を出力します。

年月日 異動年月日を印字します。
摘要（備考） 備考を印字します。
摘要（個体番号） 個体ＩＤを印字します。
摘要（個体愛称） 個体愛称を印字します。
受入数量 オス＿増加数+'/'+メス＿増加数+'/'+不明＿増加数を印字します。
受入金額 購入評価額を印字します。
払出数量 オス＿減少数+'/'+メス＿減少数+'/'+不明＿減少数を印字します。

数量 (当日動物数＿当日園内オス数+当日動物数＿当日オス貸数)+'/'+
(当日動物数＿当日園内メス数+当日動物数＿当日メス貸数)+'/'+
(当日動物数＿当日園内不明数+当日動物数＿当日不明貸数)を印字します。

明細
１ページあたりの明細数は12です。ページの途中で印字する明細が終了した場合、不足した明細数分の空白行を印字します。

現在高
受け払いデータの財産区分=財産区分　かつ　受け払いデータの動物コード=動物コード　かつ　異動年月日=年月日
に該当する飼育動物データのレコードの内容を参照します。

下記の条件に全て該当するレコードを出力します。
・財産区分=2
・（パラメータ対象動物=4　かつ　パラメータ動物種類コード=動物コード）　又は　パラメータ対象動物<>4
・（パラメータ対象動物=2　かつ　（飼育担当者コード<100　又は　飼育担当者コード>110））　又は
　（パラメータ対象動物=3　かつ　飼育担当者コード>=100　かつ　飼育担当者コード<=110））　又は
　（パラメータ対象動物=1　又は　パラメータ対象動物=4）
動物コード順に整列し、レコードごとにヘッダを出力して受け払いデータを読み込みます。
上記の条件で選択した動物種類マスタの各レコードを順に読み込み、財産区分・動物コードをキーにしてレコードを選択
します。
異動年月日順に整列し、レコードごとに明細を出力します。
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保護・借受動物出納簿（様式５）

１．帳票

２．パラメータ
対象動物
動物種類コード
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３．使用するテーブル
動物種類マスタ

受け払いデータ

コンスタントマスタ
受払区分マスタ
個体マスタ
飼育動物データ

４．処理内容
カーソル移動順 項目名 入力可 処理内容

動物名 動物種類マスタの動物和名を出力します。

年月日 異動年月日を印字します。
摘要（備考） 備考を印字します。
摘要（個体番号） 個体ＩＤを印字します。
摘要（個体愛称） 個体愛称を印字します。
受入数量 オス＿増加数+'/'+メス＿増加数+'/'+不明＿増加数を印字します。
受入金額 購入評価額を印字します。
払出数量 オス＿減少数+'/'+メス＿減少数+'/'+不明＿減少数を印字します。

使用数量 (当日動物数＿当日園内オス数+当日動物数＿当日オス貸数)+'/'+
(当日動物数＿当日園内メス数+当日動物数＿当日メス貸数)+'/'+
(当日動物数＿当日園内不明数+当日動物数＿当日不明貸数)を印字します。

保管数量 0/0/0固定とします。
計 使用数量と同一内容を印字します。

明細
１ページあたりの明細数は12です。ページの途中で印字する明細が終了した場合、不足した明細数分の空白行を印字します。

現在高
受け払いデータの財産区分=財産区分　かつ　受け払いデータの動物コード=動物コード　かつ　異動年月日=年月日
に該当する飼育動物データのレコードの内容を参照します。

下記の条件に全て該当するレコードを出力します。
・財産区分=3
・（パラメータ対象動物=4　かつ　パラメータ動物種類コード=動物コード）　又は　パラメータ対象動物<>4
・（パラメータ対象動物=2　かつ　（飼育担当者コード<100　又は　飼育担当者コード>110））　又は
　（パラメータ対象動物=3　かつ　飼育担当者コード>=100　かつ　飼育担当者コード<=110））　又は
　（パラメータ対象動物=1　又は　パラメータ対象動物=4）
動物コード順に整列し、レコードごとにヘッダを出力して受け払いデータを読み込みます。
上記の条件で選択した動物種類マスタの各レコードを順に読み込み、財産区分・動物コードをキーにしてレコードを選択
します。
異動年月日順に整列し、レコードごとに明細を出力します。
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動物総合台帳（様式６）

１．画面

２．パラメータ
対象動物
動物種類コード

３．使用するテーブル
動物種類マスタ

受け払いデータ

コンスタントマスタ
受払区分マスタ
個体マスタ
飼育動物データ

下記の条件に全て該当するレコードを出力します。
・（パラメータ対象動物=4　かつ　パラメータ動物種類コード=動物コード）　又は　パラメータ対象動物<>4
・（パラメータ対象動物=2　かつ　（飼育担当者コード<100　又は　飼育担当者コード>110））　又は
　（パラメータ対象動物=3　かつ　飼育担当者コード>=100　かつ　飼育担当者コード<=110））　又は
　（パラメータ対象動物=1　又は　パラメータ対象動物=4）
動物コード・財産区分順に整列し、動物コードごとにヘッダを出力して受け払いデータを読み込みます。

上記の条件で選択した動物種類マスタのレコードの財産区分・動物コードをキーにしてレコードを選択します。
異動年月日・動物コード・財産区分順に整列し、レコードごとに明細を出力します。
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４．処理内容
カーソル移動順 項目名 入力可 処理内容

動物名 動物種類マスタの動物和名を出力します。

年月日 異動年月日を印字します。
摘要（備考） 備考を印字します。
摘要（個体番号） 個体ＩＤを印字します。
摘要（個体愛称） 個体愛称を印字します。
受入数量 オス＿増加数+'/'+メス＿増加数+'/'+不明＿増加数を印字します。
払出数量 オス＿減少数+'/'+メス＿減少数+'/'+不明＿減少数を印字します。

所有数オス 備品レコード当日動物数＿当日園内オス数+
備品レコード当日動物数＿当日オス貸数+
消耗品レコード当日動物数＿当日園内オス数+
消耗品レコード当日動物数＿当日オス貸数+
借受保護レコード当日動物数＿当日園内オス数+
借受保護レコード当日動物数＿当日オス貸数の値とします。

所有数メス 備品レコード当日動物数＿当日園内メス数+
備品レコード当日動物数＿当日メス貸数+
消耗品レコード当日動物数＿当日園内メス数+
消耗品レコード当日動物数＿当日メス貸数+
借受保護レコード当日動物数＿当日園内メス数+
借受保護レコード当日動物数＿当日メス貸数の値とします。

所有数不明 備品レコード当日動物数＿当日園内不明数+
備品レコード当日動物数＿当日不明貸数+
消耗品レコード当日動物数＿当日園内不明数+
消耗品レコード当日動物数＿当日不明貸数+
借受保護レコード当日動物数＿当日園内不明数+
借受保護レコード当日動物数＿当日不明貸数の値とします。

所有数印字 所有数オス+'/'+所有数メス+'/'+所有数不明　を印字します。
備品数オス 備品レコード当日動物数＿当日園内オス数+

備品レコード当日動物数＿当日オス貸数の値とします。
備品数メス 備品レコード当日動物数＿当日園内メス数+

備品レコード当日動物数＿当日メス貸数の値とします。
備品数不明 備品レコード当日動物数＿当日園内不明数+

備品レコード当日動物数＿当日不明貸数の値とします。
備品数印字 備品数オス+'/'+備品数メス+'/'+備品数不明　を印字します。

明細
１ページあたりの明細数は10です。ページの途中で印字する明細が終了した場合、不足した明細数分の空白行を印字します。

現在高
・財産区分=1　かつ　受け払いデータの動物コード=動物コード　かつ　異動年月日>=年月日
　に該当する飼育動物データのレコードのうち、最新の年月日の内容を参照します。（備品レコード）
・財産区分=2　かつ　受け払いデータの動物コード=動物コード　かつ　異動年月日>=年月日
　に該当する飼育動物データのレコードのうち、最新の年月日の内容を参照します。（消耗品レコード）
・財産区分=3　かつ　受け払いデータの動物コード=動物コード　かつ　異動年月日>=年月日
　に該当する飼育動物データのレコードのうち、最新の年月日の内容を参照します。（借受保護レコード）
該当レコードがないものについては0として扱います。
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消耗品数オス 消耗品レコード当日動物数＿当日園内オス数+
消耗品レコード当日動物数＿当日オス貸数の値とします。

消耗品数メス 消耗品レコード当日動物数＿当日園内メス数+
消耗品レコード当日動物数＿当日メス貸数の値とします。

消耗品数不明 消耗品レコード当日動物数＿当日園内不明数+
消耗品レコード当日動物数＿当日不明貸数の値とします。

消耗品数印字 消耗品数オス+'/'+消耗品数メス+'/'+消耗品数不明　を印字します。
貸出数オス 備品レコード当日動物数＿当日オス貸数+

消耗品レコード当日動物数＿当日オス貸数+
借受保護レコード当日動物数＿当日オス貸数の値とします。

貸出数メス 備品レコード当日動物数＿当日メス貸数+
消耗品レコード当日動物数＿当日メス貸数+
借受保護レコード当日動物数＿当日メス貸数の値とします。

貸出数不明 備品レコード当日動物数＿当日不明貸数+
消耗品レコード当日動物数＿当日不明貸数+
借受保護レコード当日動物数＿当日不明貸数の値とします。

貸出数印字 貸出数オス+'/'+貸出数メス+'/'+貸出数不明　を印字します。
借受数オス 借受保護レコード当日動物数＿当日オス借数の値とします。
借受数メス 借受保護レコード当日動物数＿当日メス借数の値とします。
借受数不明 借受保護レコード当日動物数＿当日不明借数の値とします。
借受数印字 借受数オス+'/'+借受数メス+'/'+借受数不明　を印字します。
園内数オス 備品レコード当日動物数＿当日園内オス数+

消耗品レコード当日動物数＿当日園内オス数+
借受保護レコード当日動物数＿当日園内オス数の値とします。

園内数メス 備品レコード当日動物数＿当日園内メス数+
消耗品レコード当日動物数＿当日園内メス数+
借受保護レコード当日動物数＿当日園内メス数の値とします。

園内数不明 備品レコード当日動物数＿当日園内不明数+
消耗品レコード当日動物数＿当日園内不明数+
借受保護レコード当日動物数＿当日園内不明数の値とします。

園内数印字 園内数オス+'/'+園内数メス+'/'+園内数不明　を印字します。
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動物種類マスタメンテナンス－一覧

１．画面

２．使用するテーブル
動物種類マスタ

３．処理内容
カーソル移動順 項目名 入力可 処理内容

1 動物コード 動物種類マスタの動物コードを表示します。
2 動物名カナ 動物種類マスタの動物和名カナを表示します。

動物名 動物種類マスタの動物和名を表示します。
登録（Ｆ３）ボタン 動物種類マスタメンテナンス画面を開きます。

パラメータなしで画面を開きます。
修正（Ｆ４）ボタン 動物種類マスタメンテナンス画面を開きます。

選択した行の財産区分・動物コードをパラメータとして渡します。
印刷（Ｆ８）ボタン 動物マスタ一覧を印刷します。
戻る（Ｆ９）ボタン 画面を閉じてメニュー画面に戻ります。
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動物種類マスタメンテナンス－入力　

１．画面

２．パラメータ
1 財産区分コード 省略可 省略された場合は登録モード、それ以外の場合は修正モード
2 動物種類コード 省略可 省略された場合は登録モード、それ以外の場合は修正モード

３．使用するテーブル
動物種類マスタ

担当者マスタ
コンスタントマスタ
動物区分マスタ
獣舎マスタ

修正モードの場合は指定された内容に応じ、下記の条件に該当するレコードを選択します。
　財産区分コード=パラメータ財産区分コード　かつ
　動物コード=パラメータ動物種類コードと一致するレコード
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４．処理内容
カーソル移動順 項目名 入力可 処理内容

1 財産区分コード 登録時
○

財産区分を表示・入力します。
財産区分がコンスタントマスタ上に存在しない場合、
「財産区分が存在しません。」とエラーを表示します。
4が入力された場合、
個体管理フラグ='FALSE'
綱コード・目コード・科コード・亜科コード=全て0
受け払い管理フラグ='FALSE'
に更新します。
4以外の場合は受け払い管理フラグ='TRUE'に更新します。

財産区分名 コンスタントマスタの
コンスタントコード=財産区分コードで表示・入力された値
のレコードを参照し、名称を表示します。

モード 登録モードの時は'登録'、修正モードの時は'修正'と表示しま
2 動物コード 登録時

○
動物コードを表示・入力します。
新規登録時、財産区分及び動物コードが一致するレコードが
既に存在する場合は
「動物コードが既に登録されています。」とエラーを表示します。
0の場合は「動物コードを入力してください」とエラーを表示しま

3 和名 ○ 動物和名を表示・入力します。
入力がない場合は「動物和名を入力してください」とエラーを表示
します。

和名略 ○

動物名略を表示・入力します。
初期値は動物和名で入力した値とします。
入力がない場合は
「動物和名略を入力してください」とエラーを表示します。

和名カナ ○

動物和名カナを表示・入力します。
初期値は動物和名で入力した値を半角変換したものとします。
入力がない場合は
「動物和名カナを入力してください」とエラーを表示します。

4 英名 ○ 英名を表示・入力します。
5 学名 ○ 学名を表示・入力します。

6 個体管理する ○
チェックを付けると個体管理フラグ=Trueとなります。
財産区分<>4の場合にTrueとします。

7

綱コード

○

綱コードを表示・入力します。
綱コードが動物区分マスタ上に存在しない場合、
「綱コードが存在しません。」とエラーを表示します。

綱名称 綱コードをキーに動物区分マスタを参照し、和名を表示します。

8

目コード

○

目コードを表示・入力します。
目コードが動物区分マスタ上に存在しない場合、
「目コードが存在しません。」とエラーを表示します。

目名称 綱コード・目コードをキーに動物区分マスタを参照し、
和名を表示します。
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9

科コード

○

科コードを表示・入力します。
科コードが動物区分マスタ上に存在しない場合、
「科コードが存在しません。」とエラーを表示します。

科名称 綱コード・目コード・科コードをキーに動物区分マスタを参照し、
和名を表示します。

10

亜科コード

○

亜科コードを表示・入力します。
亜科コードが動物区分マスタ上に存在しない場合、
「亜科コードが存在しません。」とエラーを表示します。

亜科名称 綱コード・目コード・科コード・亜科コードをキーに
動物区分マスタを参照し、和名を表示します。

11 担当者コード

○

飼育担当者コードを表示・入力します。
担当者コードが担当者マスタ上に存在しない場合、
「担当者コードが存在しません。」とエラーを表示します。

担当者名 担当者コードで入力された値をキーに担当者マスタを参照し、
担当者氏名を表示します。

12 獣舎

○

獣舎コードを表示・入力します。
獣舎コードが動物区分マスタ上に存在しない場合、
「獣舎コードが存在しません。」とエラーを表示します。

獣舎名 獣舎コードをキーに獣舎マスタを参照し、獣舎名を表示します。
13 年報コード ○ 年報表示・入力コードを表示・入力します。

レコード移動時の動作 レコードを移動するときにデータを登録・更新します。
登録日、最終更新日、最終更新日付はシステム日時から
取得した値に更新し、最終更新担当者コードは現在ログイン
中の担当者コードに更新します。

取消（Ｆ２）ボタン 現在のデータを入力開始時の状態に戻します。
削除（Ｆ３）ボタン 現在のデータを削除します。

動物種類マスタ削除後、財産区分及び動物コードが一致する
個体マスタを併せて削除します。

検索（Ｆ５）ボタン 財産区分コード、動物種類コード、個体ＩＤ
日付範囲にカーソルがある場合有効とします。
ボタンが有効な時にクリックまたはＦ５キーが押下された場合、
カーソルのある場所によって下記の通り検索画面を表示し、
検索画面で選択された値をカーソルのある項目に表示します。
財産区分コード：区分検索
動物コード：動物種類マスタ検索（財産区分別）
綱・目・科・亜科コード：対応した動物区分マスタ検索
担当者コード：担当者マスタ一覧
獣舎：獣舎マスタ検索

日付（Ｆ６）ボタン タイムスタンプ画面を表示します。
選択中のデータの登録日・最終更新日・最終更新時間・
最終更新担当者コードをパラメータとして渡します。

戻る（Ｆ９）ボタン 画面を閉じて一覧画面に戻ります。
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動物種類マスタメンテナンス－印刷　

１．画面

２．使用するテーブル
動物種類マスタ
担当者マスタ
コンスタントマスタ
動物区分マスタ
獣舎マスタ

３．処理内容
カーソル移動順 項目名 入力可 処理内容

動物コード 動物コードを印字します。
財産区分コード 財産区分を印字します。
財産区分名 コンスタントマスタの

コンスタントコード=財産区分コードで印字された値
のレコードを参照し、名称を印字します。

和名カナ 動物和名カナを印字します。
和名略 動物名略を印字します。
和名 動物和名を印字します。
英名 英名を印字します。
学名 学名を印字します。
綱コード 綱コードを印字します。
綱名称 綱コードをキーに動物区分マスタを参照し、和名を印字します。
目コード 目コードを印字します。
目名称 綱コード・目コードをキーに動物区分マスタを参照し、

和名を印字します。
科コード 科コードを印字します。
科名称 綱コード・目コード・科コードをキーに動物区分マスタを参照し、

和名を印字します。
亜科コード 亜科コードを印字します。
亜科名称 綱コード・目コード・科コード・亜科コードをキーに

動物区分マスタを参照し、和名を印字します。
獣舎 獣舎コードを印字します。
獣舎名 獣舎コードをキーに獣舎マスタを参照し、獣舎名を印字します。
年報入力コード 年報入力コードを印字します。

個体管理する
個体管理フラグ=Trueの場合は'する'、それ以外は'しない'を
印字します。

担当者コード 飼育担当者コードを印字します。
担当者名 担当者コードで入力された値をキーに担当者マスタを参照し、

担当者氏名を印字します。
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担当者コード順に全レコード表示します。

担当者マスタメンテナンス

１．画面

２．使用するテーブル
担当者マスタ
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３．処理内容
項目名 入力可 処理内容
担当者コード 登録時

○
担当者コードを表示・入力します。

担当者名 ○ 担当者名を表示・入力します。
カナ名 ○ 担当者カナを表示・入力します。
飼育係区分 ○ 飼育係区分を入力します。1又は2のみ入力可とします。
飼育係区分名 飼育係区分=1の場合は'１係'、2の場合は'２係'と表示します。
パスワード ○ パスワードを入力します。入力した文字は全て*に置き換えて表示します。
使用権限 ○ フォーカスがある場合はコンボボックスを表示し、

0:権限なし
1:WEBのみ
2:管理者
の３つのアイテムから選択します。
フォーカスがない場合は選択したアイテムの内容をテキストで表示します。

レコード移動時 登録日、最終更新日、最終更新日付はシステム日時から
取得した値に更新し、最終更新担当者コードは現在ログイン
中の担当者コードに更新します。

取消（Ｆ２）ボタン 現在のデータを入力開始時の状態に戻します。
削除（Ｆ３）ボタン 現在のデータを削除します。
追加（Ｆ４）ボタン 新規行にカーソルを移動します。
日付（Ｆ６）ボタン タイムスタンプ画面を表示します。

選択中のデータの登録日・最終更新日・最終更新時間・
最終更新担当者コードをパラメータとして渡します。

印刷（Ｆ８）ボタン 担当者一覧を印刷します。
終了（Ｆ９）ボタン 画面を閉じてメニュー画面に戻ります。

カーソル移動順

1
2

4

5
6

3
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担当者コード順に全レコード印字します。

３．処理内容
項目名 入力可 処理内容
担当者コード 担当者コードを印字します。
担当者名 担当者名を印字します。
担当者カナ 担当者カナを印字します。
飼育係区分 飼育係区分を入力します。1又は2のみ入力可とします。
飼育係区分名 飼育係区分=1の場合は'１係'、2の場合は'２係'と印字します。
使用権限 値に応じ、

0:権限なし
1:WEBのみ
2:管理者
と印字します。

担当者マスタメンテナンス－印刷

１．帳票

２．使用するテーブル
担当者マスタ

カーソル移動順
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初期表示は綱レベル入力とし、Ｆ７ボタンで一つ下のレベル入力へ
移動します。（綱－目－科－亜科）
Ｆ９で一つ上のレベル入力へ移動します。
入力中のレベルに該当する明細のみ表示します。
（レコード区分を綱=1　目=２　科=3　亜科=4で絞り込む）
入力中のレベルのコード順に表示します。

３．処理内容
項目名 入力可 処理内容
綱コード 目レベル以下の入力時に綱コードを表示します。
綱名称 綱コードをキーに動物区分マスタを参照し、和名を表示します。
目コード 科レベル以下の入力時に目コードを表示します。
目名称 綱コード・目コードをキーに動物区分マスタを参照し、

和名を表示します。
科コード 亜科レベルの入力時に科コードを表示します。
科名称 綱コード・目コード・科コードをキーに動物区分マスタを参照し、

和名を表示します。

動物区分マスタメンテナンス

１．画面

２．使用するテーブル

動物区分マスタ

カーソル移動順
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綱・目・
科・亜科コード

登録時
○

入力中のレベルに応じたコードを表示・入力します。

和名 ○ 和名を表示・入力します。
学名 ○ 学名を表示・入力します。
英名 ○ 英名を表示・入力します。
レコード移動時 登録時、綱・目・科・亜科の各コードは画面に表示されている値で

登録します（表示がない場合は０）
レコード区分は綱=1　目=２　科=3　亜科=4固定とします。
登録日、最終更新日、最終更新日付はシステム日時から
取得した値に更新し、最終更新担当者コードは現在ログイン
中の担当者コードに更新します。

取消（Ｆ２）ボタン 現在のデータを入力開始時の状態に戻します。
削除（Ｆ３）ボタン 現在のデータを削除します。

科より上のレベルで削除した場合、同一の綱・目・科を持つ下のレベルの
レコードも併せて削除します。

追加（Ｆ４）ボタン 新規行にカーソルを移動します。
日付（Ｆ６）ボタン タイムスタンプ画面を表示します。

選択中のデータの登録日・最終更新日・最終更新時間・
最終更新担当者コードをパラメータとして渡します。

目・科・亜科（Ｆ７）
ボタン

入力中のレベルの一つ下のレベルの名前を表示します。
（例）綱入力時は'目（Ｆ７）'
一つ下のレベルの入力画面を開きます。

印刷（Ｆ８）ボタン 動物区分マスタ一覧を印刷します。
戻る（Ｆ９）ボタン 目レベル以下入力時のみ有効とします。一つ上のレベルの入力に戻ります。
終了（Ｆ９）ボタン 綱レベル入力時のみ有効とします。画面を閉じてメニューに戻ります。

2
3
4

1

明細
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綱コード、目コード、科コード、亜科コード順に印字します。

３．処理内容
項目名 入力可 処理内容
綱コード 綱コードを印字します。
目コード 目コードを印字します。
科コード 科コードを印字します。
亜科コード 亜科コードを印字します。
和名 和名を印字します。
学名 学名を印字します。
英名 英名を印字します。

動物区分マスタメンテナンス　印刷

１．帳票

２．使用するテーブル
動物区分マスタ

カーソル移動順
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獣舎コード順に表示します。

３．処理内容
項目名 入力可 処理内容
獣舎コード 登録時

○
獣舎コードを表示・入力します。

獣舎名 ○ 獣舎名を表示・入力します。
カナ名 ○ 獣舎名カナを表示・入力します。
レコード移動時 登録日、最終更新日、最終更新日付はシステム日時から

取得した値に更新し、最終更新担当者コードは現在ログイン
中の担当者コードに更新します。

取消（Ｆ２）ボタン 現在のデータを入力開始時の状態に戻します。
削除（Ｆ３）ボタン 現在のデータを削除します。
追加（Ｆ４）ボタン 新規行にカーソルを移動します。
日付（Ｆ６）ボタン タイムスタンプ画面を表示します。

選択中のデータの登録日・最終更新日・最終更新時間・
最終更新担当者コードをパラメータとして渡します。

印刷（Ｆ８）ボタン 獣舎一覧を印刷します。
終了（Ｆ９）ボタン 画面を閉じてメニュー画面に戻ります。

2
3

獣舎マスタメンテナンス

１．画面

２．使用するテーブル
獣舎マスタ

カーソル移動順

1
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獣舎コード順に印字します。

３．処理内容
項目名 入力可 処理内容
獣舎コード 獣舎コードを印字します。
獣舎名 獣舎名を印字します。
カナ名 獣舎名カナを印字します。

獣舎マスタメンテナンス－印刷

１．帳票

２．使用するテーブル
獣舎マスタ

カーソル移動順
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死亡理由コード順に表示します。

３．処理内容
項目名 入力可 処理内容
死亡理由コード 登録時

○
死亡理由コードを表示・入力します。

死亡理由 ○ 死亡理由を表示・入力します。
レコード移動時 登録日、最終更新日、最終更新日付はシステム日時から

取得した値に更新し、最終更新担当者コードは現在ログイン
中の担当者コードに更新します。

取消（Ｆ２）ボタン 現在のデータを入力開始時の状態に戻します。
削除（Ｆ３）ボタン 現在のデータを削除します。
追加（Ｆ４）ボタン 新規行にカーソルを移動します。
日付（Ｆ６）ボタン タイムスタンプ画面を表示します。

選択中のデータの登録日・最終更新日・最終更新時間・
最終更新担当者コードをパラメータとして渡します。

印刷（Ｆ８）ボタン 死亡理由一覧を印刷します。
終了（Ｆ９）ボタン 画面を閉じてメニュー画面に戻ります。

死亡理由マスタメンテナンス

１．画面

２．使用するテーブル
死亡理由マスタ

カーソル移動順

1
2
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死亡理由コード順に印字します。

３．処理内容
項目名 入力可 処理内容
死亡理由コード 死亡理由コードを印字します。
死亡理由名 死亡理由を印字します。

死亡理由マスタメンテナンス－印刷

１．画面

２．使用するテーブル
死亡理由マスタ

カーソル移動順
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初期表示は病類レベル入力とし、Ｆ７ボタンで一つ下のレベル入力へ
移動します。（病類－大分類－小分類）
Ｆ９で一つ上のレベル入力へ移動します。
入力中のレベルに該当する明細のみ表示します。
（レコード区分を病類=1　大分類=２　小分類=3で絞り込む）
入力中のレベルのコード順に表示します。

３．処理内容
項目名 入力可 処理内容
病類コード 大分類レベル以下の入力時に病類コードを表示します。
病類名称 病類コードをキーに症状マスタを参照し、病名を表示します。
大分類コード 小分類レベルの入力時に病名大分類コードを表示します。
大分類名称 病類コード・病名大分類コードをキーに症状マスタを参照し、

病名を表示します。

症状マスタメンテナンス

１．画面

２．使用するテーブル

症状マスタ

カーソル移動順
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病名・
病名大分類・
病名小分類
コード

登録時
○

入力中のレベルに応じたコードを表示・入力します。

病名 ○ 病名を表示・入力します。
レコード移動時 登録時、病類・大分類の各コードは画面に表示されている値で

登録します（表示がない場合は０）
レコード区分は病類=1　大分類=２　小分類=3固定とします。
登録日、最終更新日、最終更新日付はシステム日時から
取得した値に更新し、最終更新担当者コードは現在ログイン
中の担当者コードに更新します。

取消（Ｆ２）ボタン 現在のデータを入力開始時の状態に戻します。
削除（Ｆ３）ボタン 現在のデータを削除します。

大分類より上のレベルで削除した場合、同一の病類・大分類を持つ
下のレベルのレコードも併せて削除します。

追加（Ｆ４）ボタン 新規行にカーソルを移動します。
日付（Ｆ６）ボタン タイムスタンプ画面を表示します。

選択中のデータの登録日・最終更新日・最終更新時間・
最終更新担当者コードをパラメータとして渡します。

目・科・亜科（Ｆ７）
ボタン

入力中のレベルの一つ下のレベルの名前を表示します。
（例）病類入力時は'大類（Ｆ７）'
一つ下のレベルの入力画面を開きます。

印刷（Ｆ８）ボタン 症状マスタ一覧を印刷します。
戻る（Ｆ９）ボタン 大分類レベル以下入力時のみ有効とします。

一つ上のレベルの入力に戻ります。
終了（Ｆ９）ボタン 病類レベル入力時のみ有効とします。画面を閉じてメニューに戻ります。

1
2

明細
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病類コード、病名大分類コード、病名小分類コード順に印字します。

３．処理内容
項目名 入力可 処理内容

レコード区分
値に応じて以下の通り印字します。
1　'1:病類'　2　'2：病名大分類'　3　’3：’病名小分類

病類コード 病類コードを印字します。
病名大分類コード 病名大分類コードを印字します。
病名小分類コード 病名小分類コードを印字します。
病名 病名を印字します。

症状マスタメンテナンス　印刷

１．帳票

２．使用するテーブル
動物区分マスタ

カーソル移動順
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1レコード固定のため、絞り込みは不要です。

３．処理内容
項目名 入力可 処理内容
総括記事簿
名称１～９ ○

名称１～９＿帳票１を表示・入力します。

飼育動物月報
名称１～９ ○

名称１～９＿帳票２を表示・入力します。

備品借受動物使用
簿－職名

○ 名称１＿帳票３を表示・入力します。

備品借受動物使用
簿－使用者氏名

○ 名称２＿帳票３を表示・入力します。

備品借受動物使用
簿－発令年月日

○ 名称３＿帳票３を表示・入力します。（文字入力）
名称４～９＿帳票３は未使用です。

生産品等受入通知
書－物品管理者

○ 名称１＿帳票４を表示・入力します。

生産品等受入通知
書－物品分任出納
員名

○ 名称２＿帳票４を表示・入力します。

生産品等受入通知
書－台帳管理者名

○ 名称３＿帳票４を表示・入力します。（文字入力）
名称４～９＿帳票４は未使用です。

修正時 登録日、最終更新日、最終更新日付はシステム日時から
取得した値に更新し、最終更新担当者コードは現在ログイン
中の担当者コードに更新します。

取消（Ｆ２）ボタン 現在のデータを入力開始時の状態に戻します。

確認印名称マスタメンテナンス

１．画面

２．使用するテーブル
確認印名称マスタ

カーソル移動順

1～9

10～18

20

21

22

23

24

19
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日付（Ｆ６）ボタン タイムスタンプ画面を表示します。
選択中のデータの登録日・最終更新日・最終更新時間・
最終更新担当者コードをパラメータとして渡します。

終了（Ｆ９）ボタン 画面を閉じてメニュー画面に戻ります。
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1レコード固定のため、絞り込みは不要です。

３．処理内容
項目名 入力可 処理内容
動物数確定年月日 ○ 動物数確定年月日を表示・入力します。
バックアップ元パス ○ バックアップ元パスを表示・入力します。
バックアップ先パス ○ バックアップ先パスを表示・入力します。
テキスト出力先パス ○ テキスト出力先パスを表示・入力します。
ＷＥＢ＿ＰＤＦ出力
パス

○ ＷＥＢ＿ＰＤＦ出力パスを表示・入力します。

ＷＥＢ＿ＰＤＦサイト
パス

○ ＷＥＢ＿ＰＤＦサイトパスを表示・入力します。

既往歴ファイルパ ○ 既往歴ファイルパスを表示・入力します。
既往歴原本ファイ
ル名

○ 既往歴原本ファイル名を表示・入力します。

修正時 最終更新日、最終更新日付はシステム日時から
取得した値に更新し、最終更新担当者コードは現在ログイン
中の担当者コードに更新します。

取消（Ｆ２）ボタン 現在のデータを入力開始時の状態に戻します。
日付（Ｆ６）ボタン タイムスタンプ画面を表示します。

選択中のデータの登録日・最終更新日・最終更新時間・
最終更新担当者コードをパラメータとして渡します。

終了（Ｆ９）ボタン 画面を閉じてメニュー画面に戻ります。

2
3

5

7

管理マスタメンテナンス

１．画面

２．使用するテーブル
管理マスタ

カーソル移動順
1

4

6

8
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年度・動物コード順に表示します。

３．処理内容
項目名 入力可 処理内容
年度 登録時

○
年度を表示・入力します。

動物コード 登録時
○

動物コードを表示・入力します。

動物名
動物コードをキーに動物種類マスタを参照し、動物和名を
表示します。

固有番号 固有番号を表示・入力します。
登録済個体ＩＤ 個体マスタの登録年度=年度　かつ　個体マスタの動物コード=動物コード

のレコードのうち、個体ＩＤの値が最小のものと最大のものを表示します。
レコード移動時 登録日、最終更新日、最終更新日付はシステム日時から

取得した値に更新し、最終更新担当者コードは現在ログイン
中の担当者コードに更新します。

取消（Ｆ２）ボタン 現在のデータを入力開始時の状態に戻します。
削除（Ｆ３）ボタン 現在のデータを削除します。
追加（Ｆ４）ボタン 新規行にカーソルを移動します。
日付（Ｆ６）ボタン タイムスタンプ画面を表示します。

選択中のデータの登録日・最終更新日・最終更新時間・
最終更新担当者コードをパラメータとして渡します。

印刷（Ｆ８）ボタン 獣舎一覧を印刷します。
終了（Ｆ９）ボタン 画面を閉じてメニュー画面に戻ります。

個体固有番号マスタメンテナンス

１．画面

２．使用するテーブル
個体固有番号マスタ

カーソル移動順
1

4

2

3
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コンスタントマスタメンテナンス

１．画面

２．使用するテーブル
コンスタントマスタ

３．処理内容
カーソル移動順 項目名 入力可 処理内容

1 識別ＩＤ 登録時
○

識別ＩＤを表示・入力します。

2 グループ名 ○ 名称を表示・入力します。

1 コンスタントコード 登録時
○

コンスタントコードを入力します。

2 名称 ○ 名称を表示・入力します。
取消（Ｆ２）ボタン 現在のデータを入力開始時の状態に戻します。
削除（Ｆ３）ボタン 現在のデータを削除します。

識別ＩＤを削除した場合、同一の識別ＩＤを持つ
コンスタントコードのレコードも併せて削除します。

追加（Ｆ４）ボタン 新規行にカーソルを移動します。
日付（Ｆ６）ボタン タイムスタンプ画面を表示します。

選択中のデータの登録日・最終更新日・最終更新時間・
最終更新担当者コードをパラメータとして渡します。

各コード（Ｆ８）ボタン 識別ＩＤ入力時に有効とします。コンスタントコードにフォーカスを移動します。
戻る（Ｆ８）ボタン コンスタントコード入力時に有効とします。識別ＩＤにフォーカスを移動します。
終了（Ｆ９）ボタン 病類レベル入力時のみ有効とします。画面を閉じてメニューに戻ります。

各コード明細

グループ明細ではレコード区分=1の明細を表示・入力します。
各コード明細ではグループＩＤで選択した行の識別ＩＤ=識別ＩＤかつレコード区分=2の明細を表示・入力します。

グループ明細
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３．処理内容
項目名 入力可 処理内容
出力区分 ○ しないを初期値とします。
ファイル名 管理マスタのテキスト出力パス＋マスタ名＋'.TXT'を表示します。

テキスト出力時のファイル名として使用します。
実行（Ｆ６）ボタン するを選択したマスタをテキストに出力します。

出力先は表示されているファイル名となります。
（出力データの内容についてはテキストデータ出力レイアウトを参照）

終了（Ｆ９）ボタン 画面を閉じてメニュー画面に戻ります。

テキストデータ出力

１．画面

２．使用するテーブル
管理マスタ

カーソル移動順
1～13
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※出力ファイルの形式はカンマ区切りのテキストファイルとし、
　文字項目はダブルクォーテーションマークで囲みます。

１．動物種類マスタ　 財産区分・動物コード順
財産区分
財産区分名 財産区分でコンスタントマスタを参照
動物コード
動物和名
動物和名カナ
動物名略
動物英名
動物学名
受け払い管理フラグ
個体管理フラグ
網コード
網和名 綱コードで動物区分マスタを参照
目コード
目和名 目コードで動物区分マスタを参照
科コード
科和名 科コードで動物区分マスタを参照
亜科コード
亜科和名 亜科コードで動物区分マスタを参照
飼育担当者コード
飼育担当者名 飼育担当者コードで担当者マスタを参照
獣舎コード
獣舎名 獣舎コードで獣舎マスタを参照
年報入力コード

２．個体マスタ 個体ＩＤ順
個体ＩＤ
財産区分
財産区分名 財産区分でコンスタントマスタを参照
動物コード
動物和名 財産区分・動物コードで動物種類マスタを参照
登録年度
個体愛称
個体愛称カナ
個体識別番号
国際登録番号
国内登録番号
個体カード印刷フラグ
性別
出生日
出生地
受け日
受け区分コード
受け区分名 受け区分コードで受払区分マスタを参照
来園時年齢
受け備考
払い日
払い区分コード
払い区分名 払い区分コードで受払区分マスタを参照
払い備考
飼育状況区分
死亡日

テキストデータ出力　出力ファイルレイアウト
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死亡理由コード
死亡理由 死亡理由コードで死亡理由マスタを参照
死亡理由備考
特記事項

３．担当者マスタ 担当者コード順
担当者コード
担当者名
担当者カナ
飼育係区分
使用権限

４．動物区分マスタ レコード区分・綱コード・目コード・科コード・亜科コード順

レコード区分
網コード
目コード
科コード
亜科コード
和名
学名
英名

５．獣舎マスタ 獣舎コード順
獣舎コード
獣舎名
獣舎名カナ

６．死亡理由マスタ
死亡理由コード
死亡理由

７．症状マスタ レコード区分・病類コード・病名大分類コード・病名小分類コード順

レコード区分
病類コード
病名大分類コード
病名小分類コード
病名

８．日誌データ 個体ＩＤ・日誌日付順
日誌日付
財産区分
財産区分名 財産区分でコンスタントマスタを参照
動物コード
動物和名 財産区分・動物コードで動物種類マスタを参照
個体ＩＤ
飼育担当者コード
飼育担当者名 飼育担当者コードで担当者マスタを参照
代番者存在フラグ
代番者コード
代番者名 代番者コードで担当者マスタを参照
飼育係区分
観察記事存在フラグ
観察記事
備考
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９．繁殖歴データ 個体ＩＤ・キー用連番順
個体ＩＤ
キー用連番
繁殖日
産子数
備考

１０．体測データ 個体ＩＤ・キー用連番順
個体ＩＤ
キー用連番
計測日
体重
全長
頭胴長
尾長
翼長
翼開帳
計測者コード
計測者名 計測者コードで担当者マスタを参照
備考

１１．既往歴データ 個体ＩＤ・キー用連番順
個体ＩＤ
キー用連番
既往日
病類コード
病類名 病類コードで症状マスタを参照
病名大分類コード
病名大分類名 病類コード・病名大分類コードで

症状マスタを参照
病名小分類コード
病名小分類名 病類コード・病名大分類コード・病名小分類コー

ド
症状備考
処置＿処方

１２．受け払いデータ キー用連番順
キー用連番
新旧データフラグ
異動年月日
財産区分
財産区分名 財産区分でコンスタントマスタを参照
動物コード
動物和名 財産区分・動物コードで動物種類マスタを参照
受け払い区分コード
受け払い区分名 受け払い区分コードで受払区分マスタを参照
オス＿増加数
オス＿減少数
メス＿増加数
メス＿減少数
不明＿増加数
不明＿減少数
備考
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１３．飼育動物データ 財産区分・動物コード・年月日順
年月日
財産区分
財産区分名 財産区分でコンスタントマスタを参照
動物コード
動物和名 財産区分・動物コードで動物種類マスタを参照
前日動物数＿前日園内オス数
前日動物数＿前日園内メス数
前日動物数＿前日園内不明数
前日動物数＿前日オス貸数
前日動物数＿前日メス貸数
前日動物数＿前日不明貸数
前日動物数＿前日オス借数
前日動物数＿前日メス借数
前日動物数＿前日不明借数
前日動物数＿前日オス保護数
前日動物数＿前日メス保護数
前日動物数＿前日不明保護数
当日異動数＿オス貸借＿入異動数
当日異動数＿メス貸借＿入異動数
当日異動数＿不明貸借＿入異動数
当日異動数＿オス貸借＿出異動数
当日異動数＿メス貸借＿出異動数
当日異動数＿不明貸借＿出異動数
当日異動数＿オス返却＿入異動数
当日異動数＿メス返却＿入異動数
当日異動数＿不明返却＿入異動数
当日異動数＿オス返却＿出異動数
当日異動数＿メス返却＿出異動数
当日異動数＿不明返却＿出異動数
当日異動数＿オス保護＿入異動数
当日異動数＿メス保護＿入異動数
当日異動数＿不明保護＿入異動数
当日異動数＿オス保護＿出異動数
当日異動数＿メス保護＿出異動数
当日異動数＿不明保護＿出異動数
当日異動数＿オス他＿入異動数
当日異動数＿メス他＿入異動数
当日異動数＿不明他＿入異動数
当日異動数＿オス他＿出異動数
当日異動数＿メス他＿出異動数
当日異動数＿不明他＿出異動数
当日動物数＿当日園内オス数
当日動物数＿当日園内メス数
当日動物数＿当日園内不明数
当日動物数＿当日オス貸数
当日動物数＿当日メス貸数
当日動物数＿当日不明貸数
当日動物数＿当日オス借数
当日動物数＿当日メス借数
当日動物数＿当日不明借数
当日動物数＿当日オス保護数
当日動物数＿当日メス保護数
当日動物数＿当日不明保護数
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