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イベント概要 

 

[企業名]  株式会社ツルハホールディングス 

 

[企業 ID]  3391 

 

[イベント言語] JPN 

 

[イベント種類] 決算説明会 

 

[イベント名]  2021 年 5月期第 3四半期決算説明会 

 

[決算期]  2020年度 第 3四半期 

 

[日程]   2021年 3月 16日 

 

[ページ数]  35 

 

[時間]   15:30 – 16:30 

（合計：60分、登壇：26分、質疑応答：34分） 

 

[開催場所]  インターネット配信 

 

[会場面積]   

 

[出席人数]   

 

[登壇者]  3 名 

代表取締役社長    鶴羽 順 （以下、鶴羽） 

執行役員管理本部長    村上 誠 （以下、村上） 

経理部 IRグループリーダー   山崎 拓也 （以下、山崎） 
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登壇 

 

山崎：それでは、お時間となりましたので、これより、株式会社ツルハホールディングス、2021

年 5月期第 3四半期決算説明会を開催いたします。 

本日の出席者をご紹介いたします。代表取締役社長の鶴羽順でございます。 

鶴羽：鶴羽です。よろしくお願いいたします。 

山崎：執行役員管理本部長の村上誠でございます。 

村上：村上です。よろしくお願いいたします。 

山崎：私、経理部 IRグループリーダーの山崎拓也でございます。本日の司会進行も併せて担当さ

せていただきます。よろしくお願いいたします。 

説明に入ります前に、社長の鶴羽よりお知らせがございます。お願いいたします。 

鶴羽：それでは、お知らせ申し上げます。 

既に報道されておりますとおり、当社、前代表取締役社長の堀川政司氏が 3月 7日、62歳でお亡

くなりになりました。社長在任中、IRの場で多くの投資家、またアナリストの皆様とお話をさせ

ていただき、大変お世話になりました。故人に代わりまして、厚く御礼申し上げます。 

今後は、私をはじめ、残された役員、社員一同、堀川の意志を継ぎ、さらなる企業価値向上に努め

てまいります。引き続き、よろしくお願いいたします。 

山崎：それでは、本日の進行についてご案内いたします。 

はじめに、村上より業績概要について、続いて、鶴羽より当期の取り組みと方針についてご説明申

し上げます。その後、質疑応答に移らせていただきます。 

本日の説明会では、決算説明会資料を画面共有しながら、ご説明させていただきます。また、当社

ホームページに決算説明会資料、決算補足資料、決算短信を掲載しておりますので、併せてご覧く

ださい。 

それでは、これより決算説明へ移らせていただきます。よろしくお願いいたします。 
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村上：それでは、2021年 5月期第 3四半期の業績についてご説明申し上げます。あらためまし

て、管理本部長の村上でございます。本日は、よろしくお願いいたします。 

まずは、当第 3四半期のハイライトについて触れたいと思います。お手元の資料 3ページをご覧く

ださい。 

第 3四半期累計で売上高 6,839億円、前年対比プラス 9.3%。営業利益高 397億円、前年対比プラ

ス 8.7%。この数値の着地となりました。なお、ドラッグイレブンの 6カ月の数値は含んでおりま

す。 

まずは、事業概況ですが、売上面では引き続き、食品、日用雑貨等のカテゴリーは堅調でございま

した。一方、消毒商材、マスク等の新型コロナウイルスの直接関連需要は一巡してきております。

また、昨年のコロナ特需の反動が始まったことに加えて、医薬品などの季節用品が不振だったこと

が挙げられます。一方、人件費を中心に販管費の伸びは抑制できております。 

トピックスといたしましては、コロナ禍の長期化に対応した施策として、生鮮食品など、新カテゴ

リーの導入の加速化。アプリ会員獲得をベースとしたデジタル化の推進。そして、一昨年リニュー

アルした新プライベートブランド、くらしリズムの順調な切り替え等となります。 
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それでは、業績の詳細についてご説明を申し上げます。4ページをご覧ください。 

左から前年、真ん中がイレブンを含んだ連結数値、右側はイレブンを除いた数値を記載しておりま

す。 

特記事項についてご説明を申し上げます。当第 3四半期の特殊要因として、まずは売上総利益で

す。アルコールジェルなどの在庫の評価減により、粗利へのマイナス影響が 3億円強ございます。 

続きまして、販管費です。販管費では、コロナの影響で閉店した店舗の原状回復費用を 1億円強計

上しております。また、2月 13日に東北で震度 6強の地震がございましたが、その被害額につき

ましては、特別損失として計上しております。 
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5ページをご覧ください。イレブンを含んだ四半期ごとの業績となります。 

上段が今期、下段が前期となります。詳細については割愛させていただきます。 

 

6ページをご覧ください。イレブンを除いた四半期ごとの数値となります。 

冒頭でも触れましたとおり、昨年のコロナ特需の反動、インバウンド店の閉店に伴う原状回復費用

等が業績に影響しております。 
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次ページをお願いいたします。続きまして、13カ月既存店売上高の前年比の推移となります。 

青線が前期、赤線が今期となります。ご覧のとおり、第 3四半期では 12月、1月までは従来と大

きな変化はございませんでしたが、2月に入り、大きな反動減が生じました。今後ですが、前年の

3月はさらにハードルが高く、前期、第 4四半期の既存店前年比はプラス 7.1%となります。 

 

次ページをご覧ください。客数、客単価、品単価、買上点数の推移となります。 
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先ほどの既存店の前年比を分解した数値となります。ご覧のとおり、売上高のプラス要因は、主に

客単価によるもので、特に買上点数の伸びが牽引をしております。 

 

次ページをお願いいたします。このページは参考までに記載をさせていただいております。 

昨年 7月に有料化されたレジ袋の影響を補正した数字となります。詳細については割愛いたしま

す。 

 

次ページをお願いいたします。続きまして、地域別・会社別の売上状況でございます。 
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ご覧のとおり、地域間で差が出ております。特に中部・関西地区では杏林堂、B＆Dは好調でござ

いましたが、株式会社ツルハ、関西地区ともインバウンドの影響が大きく、前年割れとなりまし

た。また、会社別では、都市部の比率が高い、くすりの福太郎が前年割れとなっております。 

 

11ページをお願いいたします。出店・閉店の状況でございます。 

第 3四半期では、出店 21 店舗、累計の出店数が 86店舗となりました。閉店については、第 3四半

期で 16店舗、累計の閉店数が 55店舗となりました。出店につきましては、ほぼ計画どおりの出店

となっております。 

一方、閉店については、コロナの影響によるインバウンド店、また、都市部の店舗の閉店により、

計画超過の結果となりました。 
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次ページをお願いいたします。続きまして、商品群別の実績となります。 

この数値にはイレブンの数値が入っておりますので、詳細につきましては、次ページの既存 6社の

数値でご説明いたします。 

 

13ページをお願いいたします。 

まずは医薬品ですが、調剤部門は受診抑制の影響がございますが、引き続き、堅調な数値でござい

ます。一方、OTCにつきましては、かぜ薬・ドリンクなどの季節品が不振でございました。 
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続きまして、化粧品についてですが、引き続き、厳しい状況が続いております。ただし、基礎化粧

品が回復基調にございまして、若干明るい兆しも見えてきております。 

日用雑貨、食品については、引き続き、巣ごもり需要の追い風により、好調な数字となっておりま

す。 

最後に、その他についてですが、このカテゴリーにマスクの商材が入ります。その他につきまして

は、昨対比でマスク需要の反動の影響が出ております。 

 

14ページをお願いいたします。調剤部門、詳細の実績となります。 

先ほど触れましたとおり、受診抑制の影響はあるものの、引き続き、堅調な数値となっておりま

す。 

また、粗利に関しましても、第 3四半期は前期の 10月度に薬価改定があった直後で粗利率が低下

しており、その反動の増が出ております。 
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15ページをお願いいたします。処方箋枚数・単価の推移です。 

コロナの影響で、処方箋枚数は昨年に比べて、厳しい状況が続いておりますけれども、一方で単価

の上昇がかなりの数値となりましたので、ある程度、堅調な数値となっております。 

また、1月 8日から首都圏を中心に再度、緊急事態宣言がございましたが、徐々に枚数につきまし

ては、足元、回復基調にございます。 

 

16ページをお願いいたします。PBの実績となります。 
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第 3四半期の売上構成比が 8.7%に上昇いたしました。PB比率 9%台が見えてきている状況でござい

ます。 

粗利につきましては、前期は粗利率の高い、くらしリズムのマスクが非常に売れたと。その反動

と、今期はかぜ薬などの不振で粗利率は大幅な低下となりました。この粗利率の低下は、PB商

品、1品 1品の粗利が低下しているわけではございませんが、主に医薬品の不振による PB内のミ

ックス悪化が要因となります。 

また、今期の目標でありました、くらしリズム期末目標 700SKUにつきましては、第 3四半期の時

点で前倒しで達成しております。 

 

17ページをお願いいたします。販管費の状況でございます。 

数値につきましては、ご覧の数値となります。引き続き、人件費を中心にコントロールができてい

る状況でございます。少し触れましたが、特殊要因として原状回復費用等の要因がございます。 

もう一つ加えまして、コロナ対策として、厚生労働省様から、助成金の支給が今はございまして、

薬局内での感染拡大防止対策に対して、補助金をいただけるということで。これは申請を随時して

おりますので、これに伴う備品の購入など、その他の経費に計上を今しているところでございま

す。 

以上で、私からの説明を終わらせていただきます。 

引き続き、取り組みと方針について、鶴羽社長よりご説明いたします。ありがとうございました。 
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鶴羽：それでは、ここからは私、鶴羽より、当期の取り組みと方針について説明させていただきま

す。よろしくお願いいたします。 

資料 19ページになります。コロナ禍の 1年を少し振り返ってみました。 

昨年 1月に、日本ではじめての感染者が確認されて以来、この 1年は消費環境、経営環境が非常に

大きく、めまぐるしく変化いたしました。 

第 3四半期では、前年はマスク需要の急増で品薄が続きました。毎朝、お客様が店頭に並んでいる

状態でした。まさに、その反動が今期に出ている状態でございます。 

また、生鮮食品の導入を加速したタイミングでもありまして、日用品や食品の品揃えで、お客様の

ニーズに対応できたことが、現在の買上点数の増加にもつながったと考えております。 

化粧品の実績は、1年間厳しい状態が続いておりました。感染対策を行い、非接触対応も交えなが

ら活動を続けております。基礎化粧品に関しては、現状は売上は回復している状態でございます。 
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次、20ページ、お願いいたします。2021年 5月期、今期の出店と閉店の見通しになります。 

期末までの出店・閉店がおおむね、出そろいましたのでご報告いたします。 

出店は計画 136店に対して、138店舗、ほぼ計画どおりでございます。 

一方で閉店は、計画 55店舗に対しまして、74店舗と、19店舗超過する予定となります。超過の

19店舗の内訳ですが、インバウンドの店舗の計画外閉店を 8店舗、また、計画外のスクラップ&ビ

ルド、こちらは 6店舗を含んでおります。 
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次に、21ページ、お願いいたします。通期の計画になります。 

12月に発表させていただきました修正計画から変更はございません。売上高 9,200億円、営業利

益高で 490億円となります。 

 

22ページをお願いいたします。デジタル戦略です。 

顧客接点の獲得と販促基盤の構築のため、今期はスマホのアプリのダウンロード、こちらの獲得に

注力をしております。目標としています 400万ダウンロードに対しまして、現在は 300万ダウンロ

ードと、おおむね順調に進行しております。 
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23ページ、お願いいたします。こちらは、デジタル戦略のうちの業務改善のことになります。 

以前からご説明しております、株式会社ツルハで先行導入しておりますシフト作成支援システムの

効果が徐々に出てまいりました。こちらは、稼働計画を可視化できたことにより、主に残業時間の

抑制につながっております。こちらの成功事例を来期、ツルハ以外での事業会社でも水平展開をし

ていく予定でございます。 

また、調剤業務の自動転送システムですが、これは期限切れによる在庫のロスを防ぐ、適正化を図

るシステムでございます。これを入れることによって、廃棄ロスの削減が実現できております。 

また、化粧品台帳は、まだ開発中の段階ではございますが、電子化をすることによって管理業務を

簡素化し、販売に注力する状態をまず構築すると。顧客データの分析、また、アプリとの連携も進

めていく予定で、将来的にはこちらも 1to1マーケティングに関わることが予定しております。 
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24ページ、お願いいたします。プライベートブランドのくらしリズムになります。 

こちらは、先ほどもご説明があったとおり、現在 702SKUと、当初予定していました 700SKUを既に

目標前倒しで達成しております。引き続き、ツルハグループの柱として、このプライベートブラン

ド戦略を拡大してまいります。 

 

25ページをお願いいたします。こちらは、参考として付けさせていただきました。 
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ツルハグループでの PBの区分けが、分かりづらいというご意見をいただいていたそうなので、こ

こで種類別を整理いたしました。 

こちらのエムズワンは販売終了予定です。終売となっていきます。今後は、今ご説明しました、く

らしリズム、こちらをグループの共通 PBとして柱にしまして、また、一方でブランドロゴを付け

ない専売品・企業限定品、こちらの二本柱として育成してまいります。 

また、プライベートブランド商品ではないんですが、差別化ができて、固定客づくりにつながる化

粧品の特定ブランド、リサージ、アルブランなどがありますが、こちらをグループとして今後も強

化してまいります。 

 

26ページをお願いいたします。 

その他の取り組みといたしまして、来店頻度を高めるために精肉・青果を導入しております。導入

店舗は、平均値より売上客数に寄与しているグラフを載せております。 

また、今期から一緒になりましたドラッグイレブンですが。ドラッグイレブンの統合は、今後順調

に来ておりますが、第 4四半期、今からまた来期、あと 2年ほどかけて改装、スクラップ&ビルド

をやっていくということになります。それによって競争力の強いフォーマットに変えていくという

ことを、この 1～2年でやってまいります。 

Eコマースにつきましては、現在は島根県 1カ所に物流拠点が 1カ所しかございませんので、秋に

も関東に拠点を増やして、業務を拡大していく予定でございます。 
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27ページをお願いいたします。こちらは、グループの ESG活動として載せさせていただきまし

た。 

東日本大震災から 10年たちました。被災地で、われわれは地域の生活を守るインフラとしての役

割を果たしてきたと考えております。ドラッグストア事業の充実そのものが社会貢献につながるも

のと今後も信じて、地域社会に貢献してまいりたいと思います。 

また、店舗、設備の省エネ化で生み出しました CO2の排出枠を売却いたしまして、CO2削減に貢献を

させていただいております。 

また、この調剤薬局の取り組みといたしまして、毎日配送しているのを、医薬品卸と協力して、こ

の回数を減らすことによって、CO2削減につながる取り組みをツルハで開始をしておりますことを

ご報告いたします。 
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それでは、最後 28ページをお願いいたします。こちらは中期計画。 

引き続き、2024年 5月期、店舗数 3,000店舗、売上高 1兆円を目標としてやっていきます。今後

も基本戦略はこちらに書いているとおり、専門性・利便性の追求、ドミナント出店、PB商品の拡

大、また、グループの組織力・収益力の強化、こちらを軸に目標達成に向けて取り組んでまいりま

す。今後ともよろしくお願いいたします。 

以上、ご説明を終わります。 
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質疑応答 

 

山崎：それでは、質疑応答に移らせていただきます。 

早速、ご質問をいただいております。それでは、お願いいたします。 

質問者 A：まず、堀川前社長の件、非常に驚いていますが、随分お世話になりまして、心からお悔

やみ申し上げます。誠にご愁傷さまでございます。 

私から、いくつかあるんですが、まず、1問ずつでもよろしいですか。 

山崎：はい。結構でございます。お願いします。 

質問者 A：まず一つ目が、この第 3四半期の進捗として、いつも聞かせていただいていますけど、

売上、粗利、経費、営業利益ラインで、対計画で、一度上期で修正されていると思うんですが、そ

の進捗がどうだったかと。 

非常に去年、第 4四半期に特別慰労金というか、そういったものが 30 億円ぐらい入っていますの

で、非常に経費が少し見づらくなっているかと思います。第 4四半期に向けてというところも、も

し可能であれば、大方の考え方を教えてください。これが一つ目です。 

鶴羽：そうですね、この第 3四半期の進捗に関しては、われわれは大方、想定どおりと考えており

ます。もともと、かぜ薬の低迷とか、粗利率が下がる傾向はある程度予測していましたし、当然去

年の反動を予測していましたので、進捗自体は、おおむね想定どおりと考えております。 

今、お話がありましたように、第 4四半期は感謝金ですね、30億円ありますので、そちらを当然

加味して、計画、販管費のコントロールはしていきたいと考えております。 

質問者 A：例えば、おおむね想定どおりというのは各項目がということなのでしょうか。それとも

違いってあるんでしょうか。各項目というのは、売上だかとか、粗利率自身ですとか、経費だと

か。 

鶴羽：はい。他にも、はい。大体どれも想定内です。 

質問者 A：なるほど。分かりました。 

あと、二つ目が、随分粗利率についての見方の質問を受けるものですから、特に今回商品群で見る

と、恐らく、第 3四半期ってその他の部分が相当落ちていて、このクォーターだけで見るとです

ね。そこにマスク等が入っているかと思うんですが。 

マスクとか衛生品で、例えば、悪化要因になった率のイメージですとか、これは第 4四半期に向け

てというところでいうと、より下がっていく見込みを持ったほうがいいのか。 

加えて、価格競争をより仕掛けているということは、仕掛けていかないといけない局面を感じてい

らっしゃるかというところを教えてください。 

鶴羽：粗利率の低下は、例えばマスクなどは前年に比べて、当然原価の高騰、やはり、販売価格の

下落もありまして、粗利率は去年に比べると 10%ほど落ち込んでおります。粗利率自体が。かぜ薬
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等は、当然粗利率が下がるというよりは、売上構成比が下がったので、全体の医薬品の粗利率がそ

れによって低下していると。 

この状況は、第 4四半期に関しても、もちろん、しばらく続くとは考えております。ここを他の分

野で、好調カテゴリーで、どうカバーしていくかというところを、やはり、戦略としてやっていく

べきだと思っております。 

質問者 A：価格戦略についてはいかがですか。 

鶴羽：競合との価格ということでしょうか。 

質問者 A：はい。 

鶴羽：コロナで一時期は昨年と、各社が販促を自粛した時期もありましたが、今は地区によって本

当にばらばらですけど、当然価格で攻めてくる競合もございますので。そこは本当に地域の属性、

競合に合わせた柔軟な対応ということでやっていくべきだと考えています。競争相手が本当に地区

によって違いますので、そこをよく見ながらという形になります。 

質問者 A：分かりました。あと、最後三つ目。 

本決算はまだというところですけど、ちょっと気が早いんですが。来期に向けて、以前からやって

いらっしゃる PBの強化と業務の効率化、ドラッグイレブンのシナジーの発現ですとか、どういっ

た形で来期を、業績をまた伸ばすほうで組み立てていくのか。 

やはり、出店だけで考えると、純増の店数も貢献が限られる中で、どう業績をつくっていくかとい

うのも、今、描いている青写真があるかと思うので。そこをちょっとシェアいただければと思いま

す。 

鶴羽：ありがとうございます。 

来期の詳しい戦略は、本決算のときにお話ししようとは思っていますが。今時点では、今話が出ま

したドラッグイレブンに関しては、先ほども少し触れさせていただきましたが、やはり、ちょっと

店舗年齢が古いお店が多いものですから、こちらの改装、全面改装ですね。またはスクラップ&ビ

ルド、こちらをこの 1～2年かけてやっていきたいと。 

なので、ここの数字は営業利益ベースでは回復はもちろんさせますけど、売上ベースでは少し、1

年、2年はちょっと足踏みした状態になるかもしれません。ただ、利益の出る体質に変えていきた

いと、こういった方針でございます。イレブンに関しては。 

あと、PB商品に関しては、グループのスケールメリット、販売力を生かして、まだまだ導入に少

し差がありますので、全グループで、同じパワーで販売できるようになれば、売上の拡大というの

はまだまだ伸びしろがあるのかなと。そういったことを考えております。 

出店に関しましても、引き続き、しばらくは、われわれが得意とする郊外型を中心に、来期も今期

同様、またはそれ以上か同様か、それぐらいの出店は来期も予定しております。以上です。 

質問者 A：ありがとうございます。 

山崎：ありがとうございます。続きまして、ご質問をいただいております。 
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質問者 B：私からも堀川前社長、ご冥福をお祈りさせていただきます。 

その上で、大きく 3点、ご質問させていただきたいのですが。最初の二つは、多分 3カ月前に鶴羽

社長にご質問したことと、多分ほとんど一緒ですが。 

まず 1点目は、プライベートブランドについてお伺いさせていただければと思います。先ほど、前

倒しで、くらしリズムが 700SKU達成したということで、先ほどプレゼン資料 16ページでも詳しく

書いていただいているかと思うんですが。 

各事業会社の社長がコミットしてつくっているといった、つくり方を前回教えていただいたんです

けども、この 700SKUそろったところで、どんな辺りにその特徴があるのか。ぱっと SKUだけ拝見

すると、医療用品だとか、医薬品だとか、そういったまさに本質のところもしっかり品揃えされて

いるのかなと、数上は見えるんですが。その数より多分中身が大事だと思いますので。 

鶴羽社長が、どんな思いでこの PBをつくられて、そろったところでご覧になって、どんなふうに

感じていらっしゃるか教えていただいてもよろしいでしょうか。よろしくお願いします。 

鶴羽：ありがとうございます。 

そうですね、この PB商品は、以前から付加価値商品と価格戦略品ということで、いわゆる消耗品

とか、そういった部類になりますが。2種類の考えでやっております。 

基本的には、やはり、付加価値商品、この商品があるからツルハグループのお店に来てもらうと、

そういった商品をつくろうと。前社長の堀川のときから、こういった思いでグループで立ち上げた

のがくらしリズムブランドになります。 

700SKUに到達しまして、特にある程度大手メーカー、大手メーカーがわれわれとコラボをしてつ

くる機会が、いよいよ増えてきたかなと思います。これは、当然われわれの規模による魅力、販売

力による魅力もあると思いますが、メーカーさん自身も生き残り、勝ち残りをかけて、どことでも

組むのではなくて、企業を絞って取り組みを開始したと。 

こういった傾向が最近強くなってきていますので、そこをまた来期以降もより開発力のある、また

は信頼力のあるメーカーと、われわれのブランドをつくっていければと考えております。 

質問者 B：ありがとうございます。 

2点目ですけども、JR九州ドラッグイレブンのところで、またこれも前回と似たようなご質問かも

しれないんですが。 

また、さらに 3カ月たって、いろいろ中もご覧になっていらっしゃると思うんですが。先ほど、お

店が古いというお話はお伺いしましたけれども、それ以外の、例えば商品を突き合わせてみて、そ

の原価の状況であったり、要は粗利のところのシナジーであったり、あるいは販管費、経費です

ね。 

その管理部門のコスト削減の余地であるとか、その買収前と考えていたとおりであればそれで全然

構わないんですけども、何かお気付きになったことがあったらアップデートしていただければと思

います。よろしくお願いします。 
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鶴羽：ドラッグイレブンに関しまして、商品の統合シナジーというのは以前もご説明したと思いま

すが、今年 1年で約 7億円の仕入統合シナジーが出る予定です。まだ今、6カ月分ですので、まだ

7億円までは達していませんが、第 4四半期に最終リベートも入りますので、そこで予定どおりの

統合シナジーは出る予定です。 

今、ご質問ありました店舗フォーマットに関しましては、まだまだ、われわれのグループの商品構

成に、まだちょっと離れている部分もありますので、この辺は先ほどから繰り返しになりますが、

改装やスクラップ&ビルドでレイアウトを変えていきたいということになります。 

販管費に関しましては、そうですね、特段イレブンに限って、どうこうというところは大きくはな

いんですが、もちろん他の事業会社と同じように、今後もよりホールディングスからコントロール

はしていきたいと考えております。 

質問者 B：ありがとうございます。 

最後 3点目はデータ関係の質問になります。いつも、これもお伺いしていますが、地域別の営業利

益率、ツルハの既存店ベースの数字を教えていただきたいということと。 

あと、もう 1点、ごめんなさい、細かくて大変申し訳ないんですが。今回、営業外費用のところ

で、中途解約違約金って結構金額大きく、従来からも載っていた項目ではありますけど、8億

6,000万円と、ちょっと大きな金額で載っているので。 

これが、先ほどご説明いただいた、閉店を増やしたものに関係しているのか、差し支えない範囲で

教えていただければと思います。よろしくお願いします。 

山崎：では、前半のご質問ですね、各地域の営業利益率をお話しさせていただきます。 

はじめに、ツルハの地区別で新店を除く数値になります。店舗段階の数値になります。北海道地

区、前期 8.1%から今期 8.8%となっております。東北地区、前期 6.3%、今期も 6.3%、変わりませ

ん。関東地区、4.4%から今期 5.4%。中部・関西地区、前期 1.1%から今期はマイナス 5.3%の営業利

益率となります。 

続いて会社別ですが、ツルハの全社、6.6%から 6.3%。くすりの福太郎が 4.4%から 4.3%。TGN、前

期 8.7%から 9.3%。レデイ薬局、6.5%から今期 6.8%。杏林堂薬局、3.1%から 4.8%。B&D、前期 4.1%

から 3.3%。なお、ドラッグイレブンが現時点では 1.3%となっております。 

データについては以上で、営業外は村上から、お願いします。 

村上：私、村上からご回答申し上げます。 

ご質問いただいた中途解約の違約金ですね、これは決算短信の 5ページの P/Lの詳細に数値を記載

させていただいております。累計で 8億 6,600万円という数値になります。これはほぼ 8億 3,600

万円が、この第 3クォーターで計上させていただきました。 

この内訳ですが、これについてのインバウンド、それから都市型の不振店は早めに解約いたしまし

たので、それに伴う違約金でございます。それ以外のものは含まれておりません。 

質問者 B：よく分かりました。どうもありがとうございました。 

山崎：ありがとうございます。それでは、続いてお願いいたします。 
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質問者 C：まず、堀川様のご逝去に関しまして、心よりお悔やみとお見舞いを申し上げます。 

私からは、今までのご質問の補足でお願いします。一問一答で、私もお願いします。 

まずは、粗利益率の今後の考え方ですけれども、マスクの採算悪化はいつぐらいから顕著に出てき

たのかというところを一つ教えていただければと思います。 

それから、価格政策に関しては柔軟に対応ということですが、地域別で何か競争環境の温度差があ

れば教えてください。これが 1点目です。 

鶴羽：マスクの粗利率の低下は、もう中間では出ていたので、夏ぐらいですかね。われわれでいう

と、第 1四半期にはもう出ていたと思います。夏場ぐらいには。 

質問者 C：他のドラッグストアから、あまりそういったことは聞かないんですけども、何か御社は

特別な要因というのは考えられますか。 

山崎：少し補足的なお話になりますけども、前期の第 4四半期を中心にマスクが非常に売れたとき

に、主にくらしリズムの箱入りのマスクですね、こちらが非常に売れておりました。これが在庫が

なくなって、そこから先はいろいろなメーカーのマスクで、つないでいくという状況だったんです

が。 

そのときの、くらしリズムのマスクの粗利率が、今、平均的に出ているマスクよりも、やはり、

20%ぐらい高いとか、粗利率の違いが非常に大きいと思います。くらしリズムのマスクの粗利率が

非常に高かったことと、その後、つなぎというか、在庫確保のために入ってきたマスクの粗利率、

ここの差が、ちょっと他社さんの状況は承知しておりませんが、大きかったのかなというのが私の

認識です。 

質問者 C：ありがとうございます。地域別の競争環境についてはいかがでしょうか。 

鶴羽：やはり、競合相手にもよるんですけど、ディスカウント型の競合とか、そういった地域です

ね。ツルハでいいますと、主に北関東とかは少し売価競争が起きている状態です。 

質問者 C：その他は、特段あまり競争は激化していない印象ですか。 

鶴羽：いえ、もちろん競争は引き続き、激化は続いてはいるんですけど。 

やはり、戦う相手の企業のやり方にもよりますので、価格を強烈に出してくる競合と戦っている地

域は、やはり、価格も黙っているわけにはいきませんので、ある程度、対抗していくと、こういっ

た状況になります。だから、本当に競合によると思います。この価格戦略というのは。 

質問者 C：主に食品が競争のメインになっておる状況でしょうか。 

鶴羽：そうですね。やはり、競争の激しい地区は、主に食品に影響が出ているのも事実です。 

と申しますのは、やはり、ディスカウント型のドラッグストアは競合が食品をやっている企業が多

いというのと。お客様は、こういった消耗品とか、特に食品とか、日々使うものの価格に敏感です

から、そこは合わせざるを得ない状況は出てきていると思います。 

質問者 C：足元では、食品の穀物価格が世界的に高騰していることも報道されているんですけど、

今後の食品の原価上昇みたいなリスクは特段ないですか。 
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鶴羽：そうですね、そこはちょっとまだ分かりません。 

質問者 C：ありがとうございます。 

2点目は、地域別の既存店の状況を拝見しておりまして、これは資料の 10ページですけれども。

主にこの西高東低といいますか、九州から中国の既存店の伸びが高くなっている、この背景は何な

のかということを教えてください。 

鶴羽：九州は、これはあれですね、ドラッグイレブンは含まれていない。ここは、非常にまだ分母

が小さいので、ドラッグイレブンを含んでいないということであれば、出店した分は伸びていると

いうことですね。 

あとは、西日本が比較的調子よかったというのは、やはり、それぞれの事業会社が TGN、レデイ薬

局、杏林堂とかは中部になりますけど、この辺の店舗フォーマット、いわゆる郊外型で食品も導入

していると。ツルハもそうですけど、この辺のフォーマットが生きたということだと思っておりま

す。マイナス要素があまりないと思いますね、他の地域に比べて。 

質問者 C：西日本は強力なディスカウントドラッグがおるんですけれども、その中でこれだけの既

存店の伸びは、生鮮とか調剤とか、この辺りの貢献というのは結構あるんですか。 

鶴羽：ええ、もちろんそれもあると思います。相手のやっていない調剤、あとは生鮮の導入も TGN

は先行してやっていましたので、そこの効果は非常に出ていると思います。 

質問者 C：そういったノウハウを、今度、北海道や東北に水平展開していく方針でしょうか。 

鶴羽：はい。おっしゃるとおりです。 

質問者 C：ありがとうございます。 

最後、来期の投資ですけれども、投資とそれに関わる固定費の増減が、もし今分かっていればとい

うことですけど。先ほどありました、関東の ECセンターの設置とか、この辺りのこの費用面での

影響は、どういった状況、見積もりになりますでしょうか。 

鶴羽：先ほどお話ししました、この ECの拠点を増やす件は、閉店店舗の空き店舗を物流拠点にす

るようなことを考えていますので、特に大きな費用をここでかけるということではございません。

ECに関しては。あとは、来期の大きな投資については、また 6月にお話ししたいと思います。 

質問者 C：了解です。どうもありがとうございました。以上です。 

山崎：ありがとうございます。続いて、ご質問をいただいていますので、お願いいたします。 

質問者 D：補足で 2点、お願いいたします。 

一つが、経費の中の内訳で、販促費のところですけれども。これは直近の 3カ月で 14億円ぐらい

使用していて、この額自体がコロナ前の水準と大体同じような額になっているんですが。一方で、

小売業、その他の全般的な話として、アプリの活用等で販促費が従来に比べて、結構 2桁で減ると

かというのがあると思うんですが、一般的に。 

これ、御社、今後このアプリの活用等で、この販促費が結構大きく減る可能性はあるんでしょう

か。その辺り、少しお願いいたします。 
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鶴羽：デジタルによって、当然現在までやっている折り込みチラシとか、そういったものがなくな

る、全部完全になくなるかどうかは別として、削減になっていくと思いますので、そういった面の

販促費は削減できると思っています。 

また、このデジタルにすることによって、いろいろメーカー等のご協力、協賛等もいただける、広

告媒体として、いただける場合もありますので、おっしゃるとおり販促費全体は削減する傾向にな

ると思います。ちょっと今期多かったのは、ちょっと説明してもらっていいですか。 

村上：村上が補足させていただきます。 

販促費が、われわれは大きく分けると二つございまして、いわゆる先ほどのチラシだとか、テレビ

の CMだとか、そういういわゆる広告宣伝費と言われるものと、それと、あとポイントの引当金

と、この二つで構成されております。 

それで、後者のポイント引当金に関しては、前期末の残高との評価の四半期ごとに洗い替えをする

ということでございますので、前期末が少し高いか低いかということ、それから、昨対で見たとき

には、昨年の状態がどうだったかということで、ちょっと数値が、これはぶれるということでござ

います。 

第 3四半期については、前期が非常に低かったということで、前期と比べた場合に高い伸びを示し

た数値になっております。よろしいでしょうか。 

質問者 D：分かりました。ありがとうございます。 

そうすると、デジタル活用の効果というのは、22年 5月期以降、ある程度出るのではないかとい

う、そういった見通しでしょうか。 

鶴羽：そうですね、はい。 

質問者 D：分かりました。ありがとうございます。 

あともう一つですけれども、精肉・青果の展開と品揃えのところですけど、今期、大体 700店舗ぐ

らいいって、その後の計画、ご計画について少し補足いただければというのと。 

あと、ご説明の中で地域に合った品揃えの修正という説明をされていたので、具体的にもしあれ

ば、ラインロビングとか、品揃えの修正の考え方、少し補足いただければと思います。 

鶴羽：精肉・青果の導入については、今期、今は既に 696店舗、大体期末で 700店舗ぐらいになる

と思います。今後は、1店舗 1店舗、やはり、店舗面積とか周りの状況を見ながらになりますが、

来期はもう 200店舗ぐらいは導入できるのではないかという見立てを、今、計画を立てておりま

す。 

あと、品揃えですか。 

質問者 D：ええ。地域に合った品揃えの修正とかって、何か具体的にもしございましたら。 

鶴羽：地域に合った品揃えの修正。 

質問者 D：特になければあれですけど。 
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鶴羽：もちろんこれはもう常に小売業の課題なので、地域に合った品揃えは常に考えていますが。

特に大きく、具体的に、どうこうというのはありません。 

質問者 D：分かりました。 

ちょっと、青果のところの確認ですけど、生鮮のところ。青果は自前でやって、精肉はテナントと

いうのは基本形で、これを継続という形なのでしょうか。あと、テナントさんのキャパは、特に問

題ないでしょうか。 

鶴羽：両方とも委託販売で導入します。 

質問者 D：どっちも委託ですね。その委託する業者さんのキャパとか、その辺は特に問題ない状況

でしょうか。 

鶴羽：はい。問題ない業者を選んでいます。 

質問者 D：なるほど。分かりました。ありがとうございました。 

鶴羽：ありがとうございます。 

山崎：ありがとうございます。そろそろ終了のお時間になりますが、ご質問、あと 1問ぐらいでい

かがでしょうか。よろしいでしょうか。 

では、質疑応答を以上とさせていただきます。 

以上をもちまして、株式会社ツルハホールディングス、2021年 5月期、第 3四半期決算説明会を

終了いたします。ありがとうございました。 

鶴羽：ありがとうございました。 

村上：ありがとうございました。 

［了］ 

______________ 

脚注 
1. 音声が不明瞭な箇所に付いては[音声不明瞭]と記載 
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