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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]  2022 年 5 月期 第 1 四半期決算説明会 

 

[決算期]  2021 年度 第 1 四半期 

 

[日程]   2021 年 9 月 21 日 

 

[ページ数]  36 

 

[時間]   15:30 – 16:33 

（合計：63 分、登壇：30 分、質疑応答：33 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 2022 年 5

月期第 1 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。 

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。 

本日の進行につきましては、はじめに村上より当期の業績について、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。 

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、よろしくお願いいたします。本日はご多忙の中、たくさんの皆様にご参加いただ

きまして、ありがとうございます。それでは私より 2022 年 5 月期第 1 四半期の業績概要につい

て、ご説明申し上げます。 

お手元の説明会資料 3 ページをご覧ください。まずは決算のハイライトでございます。 

売上高は前年対比プラス 4.9%の 2,356 億円、営業利益は前年対比マイナス 15%の 128 億円の結果

となりました。 

事業概況につきましては、まず売上高ですが、前年同期の巣ごもり需要の反動減があったこと。ま

た販管費に関しましては、若干計画を下回ったことで、利益は計画を上回る着地となりました。 

トピックスといたしましては、今期の事業戦略の一つであります、デジタル戦略の推進を着実に進

めております。また、コロナ禍で需要の拡大する E コマースや、デリバリーサービスといったニー

ズに応えるための施策も実施しております。 

加えまして、サステナビリティの取り組みといたしまして、重要課題、マテリアリティの特定を行

ったことが挙げられます。 
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次ページをご覧ください。連結の業績詳細となります。 

まずは前年比につきましては、ご覧の数値の通りです。 

前期の第 1 四半期は、ドラッグイレブンの数値が連結されておりませんでした。加えまして、今期

より適用となりました収益認識基準の影響で、前年対比の数値がやや複雑になっておりますので、

表の右に旧基準ベースでの数値を記載させていただきました。 

また、四半期ごとの計画値は公表しておりませんが、上期の計画値に対する進捗度につきまして

も、参考までに記載しております。 

先ほど少し触れましたが、売上高、粗利高はほぼ計画通り。販管費につきましては、計画比を若干

下回る進捗でございましたので、営業利益は前年比で 85%ではありましたが、計画を上回る着地

となりました。 



 
 

 

サポート 

日本    03-4405-3160    米国   1-800-674-8375  

フリーダイアル 0120-966-744 メールアドレス support@scriptsasia.com 

5 
 

 

ここで、今期より運用となりました収益認識基準についてご説明いたします。 

5 ページをご覧ください。収益認識基準変更の要素は主に 2 点でございます。1 点目は、ポイント

の取り扱いでございます。2 点目は、委託販売と消化仕入れの取り扱いの違いになります。 

まずポイントについてですが、従来、ポイントの付与時には、売上高から減額せず、販管費での計

上をしておりました。新しく適用となりました収益認識基準では、ポイント付与時に売上高から減

額し、費用計上をしないことにしております。 

また 2 点目の、委託販売、消化仕入れにつきましても、売上高への計上を、総額から純額、粗利高

のみの計上となりました。 

この結果、前年対比で見た場合に、新基準と旧基準の差として、売上高でこれは前年対比でござい

ますが約 2.6%、売上総利益で約 2%、販管費で約 2.7%の差が生じております。 
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次ページをご覧ください。続きまして、ドラッグイレブンを除く連結業績でございます。既存の事

業会社 6 社、ツルハ、くすりの福太郎、TGN、レデイ薬局、杏林堂薬局、B&D の業績となりま

す。 

前期の比較では、先ほど申し上げました、旧基準ベースでの数値をご覧ください。この表の右上に

記載しております。 

売上高で旧基準ベースの前年比が 102.2%、売上総利益が前年比 102.9%、販管費の前年比は

108.5%、営業利益については前年比 84.7%という結果となりました。 
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7 ページをご覧ください。続きまして販管費の状況でございます。こちらにつきましても、表の右

にございます、イレブンを除く旧基準ベースでの数値をご覧ください。 

各経費、人件費、それから販売促進費、地代家賃、その他の経費とも、社内の予算内での進捗とな

りました。 

この中で、その他経費が前年対比で少し高い伸びをしておりますが、この要因として、控除対象外

消費税等、租税効果の要因、また感染対策備品の購入等の、これら一過性のコスト、および支払手

数料の増加等が要因となります。 
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8 ページをご覧ください。13 カ月、既存店の売上高前年対比でございます。 

第 1 四半期累計では、前年対比マイナス 2.1%となりました。われわれが想定した数値よりやや低

い数値となっております。 

前年対比でマイナスになった要因でございますが、前期は第 1 回目の緊急事態宣言が出た後の巣ご

もり需要等がございまして、その反動減が主な要因と考えております。 
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9 ページをご覧ください。売上分析でございます。 

ご覧の通り、前年対比では客数、品単価はマイナス。客単価、買上点数はプラスという基調でござ

います。 

 

10 ページをご覧ください。事業会社別の出店・閉店・既存店売上高となります。 

出店、閉店に関しましては、ほぼ計画通りに進捗し、29 店舗の開店、19 店舗の閉店で、純増は 10

店舗となりました。この結果、第 1 四半期末の店舗数は 2,430 店舗となっております。 

調剤につきましても、ほぼ計画通り 19 店舗の新規の開局を行っております。 

また、既存店の改装も 77 店舗を実施いたしました。 

会社別の既存店売上高、これは右に記載しておりますけれども、ご覧の通りの数字となっておりま

す。 
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11 ページをお願いいたします。続きまして、地域別の出店・閉店・売上状況となります。 

地域別の出店につきましては、ドミナント戦略の深堀りで、東北、それから北関東、中国地方を中

心に 29 店舗の出店を行っております。 

地域別の既存店の売上高につきましては、右の数値の記載の通りになります。 
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続きまして、12 ページをご覧ください。商品群別の実績となります。 

グループトータルの数値はご覧の通りでございますが、詳細につきましては、次ページに記載して

おります、旧基準ベース、イレブンを除く数値でご説明したいと思います。 

 

13 ページをご覧ください。こちらの右側に記載しております数値が旧基準ベース、加えてイレブ

ンを除く数値となります。よって、先ほど申し上げました、既存 6 社の実態を表す前年対比の数値

が、右側に記載しておる数値となります。この数値に沿って、ご説明申し上げます。 

まず医薬品でございます。調剤につきましては、昨年の受診抑制の反動で高い伸びとなりました。

調剤の粗利については、薬価改定の影響でマイナスとなってございますが、薬価の交渉が妥結いた

します第 2 四半期末には、回復すると見込んでおります。 

OTC については、季節品を含む皮ふ関連が若干不振だった。これは虫さされ、水虫、ビタミン剤

等でございます。加えて、これは解熱鎮痛剤です。ワクチン接種に伴うこの需要が増えたと、これ

はプラス面でございます。また、前年不振でございましたかぜ薬、ドリンク剤等は、徐々にではご

ざいますが、回復基調でございます。 

続きまして、化粧品につきましては、一般化粧品が、季節品、制汗剤であるとか UV です、関連商

材が好調でございました。一方、制度品の化粧品は、ほぼ前年並みでございます。全般としまして

は、まだコロナ前の水準には回復できていないという基調でございます。 
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日用雑貨につきましては、昨年非常に巣ごもりということがございまして、高い伸びを示しました

ので、ほぼ昨年対比で横ばいという数値となっております。 

食品につきましては、同様に昨年巣ごもりで高い伸びを示しましたが、さらに高い伸びを今期も示

しております。引き続き、お酒であるとか、お菓子類等、巣ごもり需要が好調でございます。 

その他のカテゴリーにつきましては、ハンドソープ等、コロナの対策品等の伸びが鈍化してきてい

るということで、昨年対比でマイナスになっております。 

 

14 ページお願いいたします。調剤部門の実績でございます。 

こちらにつきましては、先ほどご説明いたしましたので詳細は割愛させていただきますが、受診抑

制の反動で、処方箋枚数が高い伸びを示した数値となっております。 

会社別の調剤店舗数につきましては、右の数値の記載の通りでございます。ご参照ください。 
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次ページをお願いいたします。PB の商品実績でございます。 

今期も新ブランドでございます、くらしリズムへの移行を着実に進め、PB 売上高のアップ、また

PB 比率のアップを目指しております。 

第 1 四半期の PB 売上高につきましては、表記載の通り、前年対比 114.9%の 185 億円、PB 構成

比につきましては、前年対比でプラス 0.7%の 8.7%という結果となりました。着実に進行している

結果でございます。 

商品群別の SKU 数につきましては、右側の表に記載の通りとなります。 

これで、私の前半部分の説明は終わらせていただきます。引き続き、取り組み、方針については社

長の鶴羽からご説明いたします。 



 
 

 

サポート 

日本    03-4405-3160    米国   1-800-674-8375  

フリーダイアル 0120-966-744 メールアドレス support@scriptsasia.com 

14 
 

 

鶴羽：それでは 16 ページから、取り組み、方針につきましては、私、鶴羽より説明させていただ

きます。よろしくお願いいたします。 

それでは 17 ページになります。こちらは、今期の通期計画になります。 

既に公表している通り、売上高が 9,560 億円、営業利益高 512 億円でございます。 

先ほどからご説明があります通り、今期から収益認識基準の変更を適用した予算となっておりま

す。委託販売とポイント付与が主に影響を与えることになります。旧基準に比べまして、売上が約

2%減額になります。 
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18 ページをお願いいたします。こちらは今期計画の上期・下期の内訳になります。 

上期は、昨年のマスクや消毒薬などの、いわゆるコロナ感染対策商品が非常に売れましたので、こ

の反動がございます。さらに、巣ごもりの需要の反動も非常に大きいです。 

一方で下期は、かぜ薬などの去年の不振カテゴリーの一巡。また、ワクチンなどの普及によりまし

て、日常生活の回復もある程度見込んでいることから、下期に比重を置いた予算編成となっており

ます。 
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19 ページをお願いいたします。こちらは出店と閉店計画でございます。 

ご覧の通りになります。今期末の予定店舗数は 2,530 店舗となります。 

 

20 ページをお願いいたします。デジタル戦略についてです。 



 
 

 

サポート 

日本    03-4405-3160    米国   1-800-674-8375  

フリーダイアル 0120-966-744 メールアドレス support@scriptsasia.com 

17 
 

まず、デジタル化粧品台帳ですが、こちらは今期からスタートをしております。現在はグループで

まだ 200 店舗ほどの導入となっております。 

今期導入から、この数カ月で、いわゆる運用方法や、またシステムの技術面など、こういったもの

を改善してまいりました。ある程度、導入拡大の目処が立ちましたので、下期にはグループの大半

の店には導入を進めてまいります。 

このデジタル化粧品台帳について、期待される効果といたしましては、まずは化粧品担当者の台帳

に関わる作業時間の削減、またお客様のすべての購買データの活用が、この台帳とともに紐づいて

できると。また、お客様の使用商品の使用サイクル、こちらをより的確に把握して、それに伴う提

案が可能となる。また、化粧品担当者以外の従業員の方が、以前よりこの電子台帳になることによ

って、台帳の閲覧が容易になり、お客様に対応しやすくなると、こういったことが期待されており

ます。 

シフト作成支援システムですが、こちらは今までは株式会社ツルハで導入してまいりました。今後

は、事業会社のレデイ薬局と福太郎への導入が始まります。 

このシフト作成支援システムにつきましては、シフト作成時間の短縮、また社員の残業時間や、パ

ート、アルバイトさんの勤務時間の適正化、または人時の見える化によりまして、店舗間格差のば

らつきの改善、月次管理ではなく 1 日単位での人事管理が可能となると。こういった効果が出てお

りますので、導入事業会社でも効果を出していきたいと考えております。 

また、医薬品接客ツールの開発ですが、11 月から健康ナビゲーションと名付けました、新しいツ

ール活用を開始する予定でございます。こちらは、店舗の iPad を使いまして、従業員とお客様と

の質問のやりとりを、この iPad でいろいろチャートを選んでいきますと、症状に適した医薬品を

紹介できるといったツールでございます。 

この導入によりまして、販売に自信がない従業員や、または新入社員など、こういった方々の接客

の底上げをいたします。また、医薬品販売において法令遵守しなければならない、いわゆる確認事

項なども画面上に出てきますので、薬機法対応としても効果があるものと思っております。 
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21 ページをお願いいたします。こちらもデジタルの話になります。スマホのアプリ会員、こちら

のダウンロード促進をしております。 

8 月 15 日時点、この資料に書いています 403 万ダウンロードでした。直近の数字を先ほど聞きま

すと、約 440 万ダウンロードまで進んでおります。今後も促進を図ってまいります。 

また 1to1 マーケティングに向けて検証を引き続き行っております。下期に向けて、手動になりま

すが、いくつかの施策を実験していって、来期以降の、いわゆる自動化、本格導入に向けて実験を

開始しております。 



 
 

 

サポート 

日本    03-4405-3160    米国   1-800-674-8375  

フリーダイアル 0120-966-744 メールアドレス support@scriptsasia.com 

19 
 

 

22 ページをお願いいたします。プライベートブランド戦略になります。 

ツルハグループのブランド、くらしリズムを中心に展開を拡大していきます。今期末の計画は、こ

のくらしリズムブランドで、850SKU、こちらの開発を目指しております。 

また PB 全体では、売上高目標 700 億円に向けてやってまいります。 
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23 ページをお願いいたします。 

こちらは利便性向上への取り組みといたしまして、今期も引き続き精肉、青果の導入を続けており

ます。こちらは、導入店舗は導入後、客数が約 105 から 110%伸びております。 

また、100 均の導入も今期からスピードを上げて、さらに導入しています。こちらも導入前と導入

後でしたら、客数の増加が、約 110%伸びているということですので、こういった生鮮の導入や、

100 均の導入をして、客数アップに貢献していきたいと思います。 

引き続き、このワンストップショッピングの利便性を高める手段、こういったものを対応していき

たいと考えております。 

 

24 ページをお願いいたします。 

こちらは E コマースのことを書いておりますが、少し予定より遅れていました、E コマースの新し

い拠点、関東出荷センターを 11 月に立ち上げます。これによりまして、まずは現在の出荷能力の

アップ、または配送コストの削減を目指してまいります。 

また、右側ですが、デリバリーサービスということで、現在、Wolt、foodpanda、こちらを実験で

やっております。まだ対応店舗も非常に少なく、大きな効果は出ていないんですが、今後お客様の

新しい購買スタイルへの対応として、こういったものの研究も引き続き続けていきたいと考えてお

ります。 
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25 ページをお願いいたします。こちらは調剤事業戦略になります。 

今期は例年より多い 91 店舗の開局を計画しております。現在 19 店舗で、開局のペースに関しま

しては、予定通り進んでおります。 

オンライン診療に関しましては、一部、実験などを開始しております。今後も動向を見て、本格導

入をどのタイミングでするか検討してまいりたいと思います。 

また、ドラッグイレブンになりますが、赤字店舗、またインバウンド店舗などの閉店、整理により

まして、現在店舗数が以前より少し減っております。その影響もありまして、売上高も前年を割っ

ている状態が続いております。 

しかし、グループの PB の導入、または仕入れ統合などのグループシナジー効果も出てきまして、

粗利率に関しましては改善が進んできた。あと、食品導入の改装店舗、こちらは数件出てきました

が、改装後の売り上げが 120 ぐらい伸びている店舗がほとんどですので、効果は出ているんじゃ

ないかなと感じております。 

今後も、予定通りスクラップ・アンド・ビルド、または全面改装を進めて、このドラッグイレブン

の既存店の活性化をしていきたいと考えております。 
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26 ページをお願いいたします。 

こちらは 9 月 7 日にリリースさせていただいております、ツルハグループにおける重要課題、マテ

リアリティについて記載をさせていただきました。われわれの経営理念であります、「お客様の生

活に「豊かさと余裕」を提供する」、これを軸にサステナビリティ推進への取り組みを行ってまい

ります。 

この各項目に必要な KPI に関しましては、現在社内で議論をしている最中でございます。こちら

に関しましては、決まり次第、速やかに開示をさせていただきたいと思っております。 
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27 ページをお願いいたします。 

こちらは、今言いましたサステナビリティ推進への取り組みの一例となります。レジ袋削減による

CO2 排出の削減、また今期から店舗への太陽光発電の設置を始めております。また、納品の配送

回数の削減などを、こちらで挙げさせていただいております。 

 



 
 

 

サポート 

日本    03-4405-3160    米国   1-800-674-8375  

フリーダイアル 0120-966-744 メールアドレス support@scriptsasia.com 

24 
 

28 ページになります。 

最後になりますが、現在進行中の中期目標、2024 年 5 月期、売上高 1 兆円、店舗数 3,000 店舗、

こちらに向けて、引き続き経営努力をしてまいります。 

今後ともよろしくお願いいたします。 

私からの説明は以上になります。ありがとうございました。 
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質疑応答 

 

山崎：ありがとうございます。それでは質疑応答に移らせていただきます。質疑応答は Zoom の手

を挙げる機能を利用いたします。指名された方はミュートを解除の上、ご質問をお話ください。そ

れではご質問をいただいておりますので、こちらから操作させていただきます。 

はい。お願いいたします。 

質問者 A：はい。ご説明ありがとうございました。大きく二つご質問させてください。 

一つ目は、いつもの質問で恐縮です。地域別の営業利益率を教えてくださいという、いつもの質問

は 1 問目です。 

2 問目が、足元いろんなところで原材料高の高騰とかそんな話が出ていて、あんまりドラッグスト

アさんには関係ないかもしれないですけれど。御社は食品とかも扱われているので、いろんな値上

げの話が出ている一方で、3 カ月前、本決算では競争環境が悪化するよという話を、かなり心配さ

れていたというか、対抗しなければいけないというお話が、鶴羽社長からあったと思うんですけれ

ども。 

それから 3 カ月経って、その競争環境であったり、あるいは逆に原価の上昇のプレッシャーであっ

たり、ただ逆にそういうものが御社にとって、もしかすると有利に働くかもしれませんので、そう

いった外部環境をどう考えていらっしゃるのかを整理していただければというのが、二つ目の質問

になります。よろしくお願いします。 

山崎：はい、ありがとうございます。先にデータからお話させていただきます。各事業会社の数字

に関しましては補足資料にございますので、すみません、割愛させていただいて、ツルハの地域別

の営業利益率でございます。 

こちらは新店を除いたベースになります。北海道地区が前期 9.6%から今期が 8.4%になっておりま

す。東北が前期 7.2%で今期は 5%、関東甲信越で前期が 6.8%、今期は 4.2%です。中部関西、前期

はマイナス 6.0%、今期はマイナス 4.6%となっております。以上です。 

鶴羽：それでは二つ目の回答を鶴羽からいたします。ご質問にありました競争関係ですが、地域で

いうと以前もお話しましたが、特に北関東を中心として、ドラッグストアの企業が新しく出店をし

ているところの価格競争は、まだ続いていると認識しております。 



 
 

 

サポート 

日本    03-4405-3160    米国   1-800-674-8375  

フリーダイアル 0120-966-744 メールアドレス support@scriptsasia.com 

26 
 

ただ一方で、SM さんとかの売価は企業にもよりますけど、このコロナになって去年ぐらいから価

格競争は、全般的に大きく見ると、少し落ち着いている認識です。 

いわゆるディスカウント型ドラッグストアとの競合する地域との価格の競争になるんですが、以前

から申している通り、こちらは 1 店舗 1 店舗、本当に細かく見て、本当に対抗すべき店舗は対抗す

る。 

まあ当然の話ですが、全品に対応するわけでもありませんし、そもそもディスカウント型とわれわ

れの経営体質は違いますので、お客様に響く大きなところはきっちり対抗はさせていただきます

が、そこのメリハリは十分注意しながらの競争の戦い方をしていかなければならないと考えており

ます。 

以上、ご回答申し上げます。 

質問者 A：すみません、もう 1 個のメーカーの値上げの話、一般的には御社みたいに規模が大きい

会社のほうが、メーカーが値上げしてきても相対的には有利なのかなと勝手に思ったりするんです

けれど、そこはどう考えておいたらいいでしょうか。 

鶴羽：原材料の値上げとか、そういうことでしょうか。 

質問者 A：原材料とか、メーカーの加工食品とかの価格の値上げです。 

鶴羽：こちらは有利か有利じゃないか、周りの適正価格を見て判断することになると思います。 

質問者 A：今、あんまり気にはされてないということで大丈夫でしょうか。 

鶴羽：大きな売上に対するインパクトは感じておりません。 

質問者 A：わかりました。ありがとうございます。 

山崎：はい。ありがとうございます。続いてご質問いただいていますので、よろしくお願いいたし

ます。 

質問者 B：よろしくお願いいたします。 

3 点ありまして、まず一つ目は販売動向についてです。 

化粧品が、コロナの状況も続いているとか、皆さんずっとマスクしているので、制度のところもこ

のまま経済活動が戻っていったとしても、なかなかそんな簡単には復活しないかなという思いもあ

るかと思うんですが。今これから、下期とか来期を見通していったときに、いろんなコロナによる

経済再開の展開って考えられるんですけれど。例えば、化粧品はかなり時間がかかるんじゃないか
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とか、いや意外に食品がまだこの売上の基調を続けるんじゃないかとか、なんとなくで結構なんで

すけれど、商品別の今後の動向についてどう見ていらっしゃるのか。 

特に下期、もちろんハードルが下がることはあるんですが、結構売上の見通しも上期に比べると高

い前提を設定しているかと思いますので、販売動向について教えてくださいというのが、一つ目で

す。 

二つ目が、デジタルの戦略です。 

いろんな他社さんの御社と提携しているところの話を聞いても、結構デジタルに対して相当力を入

れてきているなとは見受けられるんですけれど。例えば、デジタルの化粧品の台帳にしても、ある

いはスマホを使った 1to1 マーケティングにしても、いろいろお話があった中で、どういったとこ

ろに一番手応えを持っているのか、あるいは可能性を感じてらっしゃるかの温度感が知りたいなと

思って、ここについて手応えが特に感じられる部分があれば、教えてくださいというのが二つ目で

す。 

三つ目は確認になりますけれど、調査に関しては今回仮粗利ということで、遡及修正するので、第

2 クォーターになると粗利がさらに戻りますよという理解なんですが、ちょっとその再確認です。

以上 3 点です。 

鶴羽：はい。ありがとうございます。それでは鶴羽より回答申し上げます。 

最初の質問、商品別の今後の動向ですが、化粧品に関しましては、おっしゃる通り、正直思ってい

たより回復はしていない状況が続いております。 

ただ、制度化粧品と一般化粧品と分けていますが、一般化粧品は、市場でもわれわれでも前年を超

えまして、いわゆる今流行りの韓国コスメをはじめ、こういったコスメ関係が非常に売れている状

態です。 

制度化粧品に関しましては、おそらく各社苦労はしていると。われわれはいつも言っています通

り、カウンセリング化粧品を柱にずっとやってきていますので、昨年も皆さんが苦戦した中、結構

踏ん張れたと感じております。台帳の話もしましたが、お客様、顧客がついていますので、こちら

は逆に皆さんが苦戦している中で、われわれは強みを発揮できると感じておりますので、ここは引

き続き興味を持っています。 

また、食品や日用品です。おっしゃる通り、昨年かなり伸びましたので、今年はその反動で苦戦す

るかなという予測もしていたんですが、両方とも食品も日用品も、引き続き好調が続いています。
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もちろん緊急事態宣言が今年ずっと連発しているのもあるんでしょうけれど、ある程度お客様の中

で、生活が定着できたのかなという感じもしております。 

ざっくり商品動向につきましては、このように考えております。よろしいでしょうか。 

質問者 B：下期に向けては、もちろんバーの低さはあると思うんですけれど。今の自然体でいけば

できるという自信があるのか、今までよりも、もう一段階の緩やかな回復がみられないと、なかな

か難しい気もするんですが、トッププランについては。これについてはいかがですか。 

鶴羽：下期は、去年悪かったかぜ薬等も一巡しますので、だいたい去年よりは、当然先ほどの既存

店の売上の伸びも 4%ほどで作っていますので、だいぶ去年よりは回復する見込みで考えておりま

す。調剤も昨年よりは伸びると予想していますので。 

二つ目の DX の手応えというところです。 

こちらもまた化粧品の話になりますが、先ほど説明しました台帳は、おそらく化粧品台帳をここま

で管理しているドラッグストアもそうないかなと思って。お客様のデータ、POS データだけじゃ

なく、お客様をきちっと管理している台帳は、われわれの大きな武器だと思っていますので。それ

を POS を融合させることによって、非常にお客様にとって有益な情報を、また販促等ができると

思っております。 

そういった、われわれの顧客、お客様の管理、医薬品でも台帳を取っているお店が多いものですか

ら、そういったものがこの DX にうまく融合すると、非常に他にはない強みになると。そういった

手応えというのか期待感は思っております。 

村上：続けて、3 点目のご質問です。 

調剤の粗利については、ご理解の通りでございます。今約 1%昨年に比べて粗利が低い状況になっ

ておりますけれども、おそらく 11 月 15 日の第 2 四半期までには妥結いたしますので、そこの薬

価差益が戻ると、ここの部分の粗利については回復する見込みでございます。以上でございます。 

質問者 B：すみません。調剤の部分に関してですが、ジェネリックの出荷不足とかの話も結構ある

ので、率だけで見ると、戻りがそんなに大きくはないというリスクって考えておいたほうがよろし

いですか。 

鶴羽：そういう報道等もあるのは聞いておりますが、そこは影響がないように計画はしておりま

す。 

質問者 B：はい、ありがとうございます。 
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山崎：はい、ありがとうございます。続きまして、質問いただいていますので、お願いいたしま

す。 

質問者 C：質問 1 点お願いいたします。8 月の定時株主総会で、イオンの岡田元也会長が退任され

たと思います。ガバナンスの強化と、そういう説明を受けております。 

ここについてなんですけれど、ここ最近イオンとの関係性がなかなか見えてこない部分があるのか

なと思っておりまして、今後、イオンとの関係はどのようなものにしていきたいかという考えを、

鶴羽社長からご説明いただいてもよろしいでしょうか。 

鶴羽：イオンさんとの関係については、今まで通りです。現状、ハピコムの会員として、ハピコム

の商品も出していますし、また教育機構などの情報交換や、そういったものも通常通り今も参加し

ておりますので、そういったことで引き続き関係は変わらないものと思っております。以上です。 

質問者 C：はい。ウエルシアさんですと、オリジン弁当、食品強化の一環で店舗に入れたりとかい

うことはされていますけれども、そういったような、引き続き関係は変わらないという、そういう

関係を深めていく行動は、特に考えていらっしゃったりはされないという認識でよろしいですか。 

鶴羽：そこは今まで通り、イオンさんとは会話はいろいろな面で続けておりますので、必要であれ

ば、いろいろ一緒にできることもあれば、やらせていただきますし、そこは今まで通り、話し合う

ことになります。以上です。 

質問者 C：わかりました。ありがとうございました。 

山崎：はい、ありがとうございます。続いてご質問いただいています。お願いいたします。 

質問者 D：お世話になります。ありがとうございます。2 点お願いいたします。 

1 点目が、1Q の実績のところ。ご説明あったと思うんですけれども、聞き漏らしたと思いますの

で 1 点確認で。粗利益率のご説明ですが、日用雑貨が前年比で見て、結構上昇幅が大きいんです

が、これは前年のベースが低いとか、そういったところなんでしょうか。 

2 点目が、先ほど後半ご説明されていた、利便性向上の取り組みで、追加的に確認です。精肉、青

果導入で客数が 105 から 110 へ伸びていて、100 均導入で客数 110 ぐらい伸びたというお話だっ

たんですけれど、客単価はあんまり変わらないということなんでしょうか。 

あと、改装した店舗の利益面での影響、増益効果が出ているのか、このあたりについて。 
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あと、中期的な生鮮と 100 均の導入店舗の計画を改めて。前回の説明会だと、生鮮は毎期 100 か

ら 200 ぐらい続けていくみたいなお話だったと思うんですけれども、改めてお願いいたします。 

鶴羽：はい、ありがとうございます。 

まず一つ目の第 1 クォーターの日用雑貨の粗利率のアップです。 

こちらは前期に引き続き、いわゆるメーカーさんとの取り組みも、JBP のカテゴリーの粗利対策で

す。こういったものの施策を継続したのと、昨年に引き続き、その JBP にもよるんですが、いわ

ゆる商品のプレミアム化、大容量化、こういったものの施策がうまくいきまして、日用雑貨の粗利

が非常にここ数年は、上がり続けています。 

2 点目に関しまして、100 均と生鮮です。 

こっちは客数アップとともに、当然、加盟店数も伸びています。ですので、客単価自体は上がって

います。ただ、品単価に直すとやっぱり安いものとか 100 均はありますので、そういったところ

は下がっていますが、お客様の客単価は向上しております。 

今後の導入に関しましては、これも毎回お話しているんですが、生鮮に関しましては、周りの環境

もよく見ながら、100 店舗ぐらい毎年入れてはいきたいんですが、ただこれも坪数の問題と周りの

環境がありますので、そこをよく精査しながらになります。 

100 均に関しましても、こちらはある程度、生鮮と比べまして坪数が必要なものですから、われわ

れでいうと最低 300 坪、もしくはそれ以上で、われわれの標準フォーマットが 300 坪ですので、

商材をきちっと入れた上で、お客さんの利便性の追加として 100 均を入れると、こういったフォ

ーマットでやっていきたいということになります。 

簡単に言えば、ある程度大型店にしか入れていかないという形になります。以上です。 

質問者 D：ありがとうございます。確認なんですが、そうすると雑貨の粗利が、取り組み継続で

2Q 以降も同じような傾向が続く見立てでよろしいでしょうか。 

鶴羽：そうです。はい。 

質問者 D：わかりました、ありがとうございます。 

あと、生鮮ですけれど、100 均と。改装して増益効果ももう出ていると考えてよろしいですか。 

鶴羽：はい。 
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質問者 D：それで、300 坪の標準型は、もう御社の店舗が過半と考えてよろしいですか。かなりの

部分がという、比率でどんなものですか。 

鶴羽：ちょっとごめんなさい、比率の数字まではあれですけれど、だいたい今の新店に関しては、

300 坪というフォーマットが基本です。ただ、当然結構、居抜きもやりますし、少し都市型になる

と、当然それより狭いお店もございますが、われわれの一番の標準フォーマットとしては、まず

300 坪ぐらいと、今のところは感じております。 

ただ、繰り返しになりますけれど、もう少しいろいろ利便性とか、新しいことをライン通りにする

に関しては、やっぱり 350 坪ぐらいの店舗が必要になるということですので。今後は少し以前よ

り、300 坪より、出せる店舗は 350 坪ぐらいの、若干大型化という傾向は、郊外型に関してはして

いくと思います。 

質問者 D：なるほど、わかりました。食品強化で、最後もう 1 個なんですけれども。 

郊外とか住宅立地で 250 坪とか 300 坪で、生鮮含めた食品強化は、多くのドラッグストアの上場

企業さん皆同じような方向でやられていて、アオキ薬局さん、スギ薬局さん、クリエイトさん、サ

ンドラッグさんとか、みんなそんな感じだと思うんですけども。生鮮含めた食品強化の内容で、御

社ならではの何か違いとか差別化みたいなものが、もしあったらというのと。各社さんがこの方向

でずっとやっていって、まだまだ中長期的に食品スーパーからシェアを取って伸ばしていけるとお

考えでしょうか。そのあたりの中期的な見通しをお願いします。 

鶴羽：ありがとうございます。おっしゃる通り、食品の差別化は、まだわれわれに関してはやりき

れていないと考えております。でも、いわゆる精肉、青果は、今の考えはあくまで利便性で置いて

いるわけですから、多少他のドラッグストアと同じであっても、より安心で安全で適正価格でお客

様に販売するのが先決だと思っていますので。そういう意味で、差別化までできているかどうかと

言ったら、できていない部分も非常に多いとは思っています。 

ただ、ドラッグストア同士の差別化になるとできておりませんので、今後、PB 商品をはじめ、こ

ういったものの開発が必要になってくるとは、もちろん感じております。 

また、SM との差別化と SM からシェアを取って、とかというのは、繰り返しになりますが、あく

までも利便性とか、SM さんの生鮮の品揃えと対抗する気は全くありませんし、そこで勝負する力

もありませんので、あくまでも利便性でお客様に生鮮で来店していただいて、やはりヘルス、ビュ

ーティー、調剤、または日用雑貨、こういったものを買っていただくよう続けていきたいと、現段

階ではそう思っております。以上になります。 
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質問者 D：ありがとうございました。 

山崎：はい。ありがとうございました。続きましてご質問、どうぞお願いいたします。 

質問者 E：はい、二つ簡単に補足お願いできればと思っております。 

一つ目は、新収益認識基準の影響について、改めて確認をさせていただきたくて。 

確か上期の計画上では、基準変更前と比較したときに、0.4 ポイントぐらい粗利益率の改善になる

見込みだったと思うんですけれども、このファーストクォーター、0.1 ポイントの改善にとどまっ

ておりますので、このセカンドクォーターでの粗利益率への影響、もしくはこの下期以降、ここで

見通しに変化がないのか、どう見ておけばいいのかを改めて伺えればと思います。 

2 点目ですが、こちらも補足で、調剤の粗利益率の状況について、改めて確認させていただければ

と思います。 

前年を考えたときに、前年も同じく改定影響であったりとか、あとは処方箋の長期化でどちらかと

いうとマイナス影響もあったと思うのですが、今回粗利益が下がっている背景は、どういった影響

が大きかったのかというところ。あとセカンドクォーターになったときに、戻っていく話があった

中で、ただ前年を考えたときに、結構、改善幅が大きかったものですので、そういったところで御

社としてセカンドクォーターの粗利益率をどう見ていらっしゃるのか、そこもあわせてお伺いでき

ればと思います。お願いいたします。 

村上：ご質問ありがとうございます。 

まず 1 点目のご質問です。収益認識基準、今回新しく変わったと。このベースで、期初に粗利率、

上期、それから下期と予想を出させていただいております。 

それで、下期の見込みはどうかでございますけれども、今のところ下期についても、今基調、それ

からある程度のわれわれの前提をとりますので、その前提に従って粗利の伸びはわれわれの想定で

いくだろうと考えております。 

それから 2 点目の、調剤の粗利率の話でございます。 

先ほどの繰り返しになりますけれども、ジェネリックも含めて、いろいろサプライサイドの想定し

ていなかったようなことございましたけれども、いろいろ代替品等、それからコロナ禍でも、いろ

いろ工夫をして交渉しておりまして、ほぼ妥結する金額については見えてきたと。最終的には、お

そらくあと 1～2 カ月後に決着するということでございますので。ここの戻りが、第 2 クォーター

で、今いくらだということは開示しておりませんので、数値は申し上げませんけれども、今マイナ
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スになっている粗利については、ほぼここは穴埋めができる数値が返ってくるかなと思っておりま

す。 

それで下期以降、当然、ここの戻ってきたものが粗利になってきますので、あとはいろいろ小児科

だとか、それから非常に高額の医薬品等が入ってくるかどうかとか、そういう要素もございますの

で、そういうことによって、粗利が変わってくる状況かなと思っています。 

あともう 1 点は、最後、これから毎年薬価改定がございますので、また来年の 4 月 1 日以降のと

ころについては、ある程度われわれの想定で、そこの部分の改定率についても織り込んだ予算にし

ているということで。すみません、以上となります。 

質問者 E：ありがとうございます。一つだけ確認でして、全体の収益認識基準の影響について、こ

の上期で見たときってどうですか。というのは、最初のスタートのところで、あんまり変わってい

なかったので、セカンドクォーターもそこまで変わらないと見ておいていいのか、それとも割とセ

カンドクォーターから差が出てくるみたいな、そう見ておいたほうがいいのか、その辺っていかが

ですか。 

村上：そういう意味では、実態としてはありますけれども、粗利の総額という意味では、そこまで

のインパクトはございません。ただし、今回ご説明した数字を見ていただいても、売上高の額が変

わりますので、その比率で変化があるということでございます。 

上期については、粗利の総額については冒頭に申し上げましたけれども、ほぼ計画線で着地をした

ということになります。 

今のところ、計画線に推移するだろうということで見込んでいる次第です。よろしいですか。 

質問者 E：はい。わかりました。ありがとうございます。 

山崎：はい。ありがとうございました。お時間になりましたので、こちらで締め切らせていただき

ます。ご質問ありがとうございました。 

以上をもちまして、株式会社ツルハホールディングス 2022 年 5 月期第 1 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。 

［了］ 

______________ 
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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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