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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２四半期決算説明会 

 

[決算期]  2021 年度 第 2 四半期 

 

[日程]   2021 年 12 月 21 日  

 

[ページ数]  30 

  

[時間]   15:30 – 16:26 

（合計：56 分、登壇：23 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 2 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：私は経理部 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。 

本日の進行についてご案内いたします。初めに、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、2022 年 5 月期第 2 四半期業績概要について村上よりご説明申し上げます。よろ

しくお願いいたします。 

説明資料の 3 ページをご覧ください。まず決算のハイライトでございます。 

上期の実績は、売上高 4,625 億円、前年対比 2%増。営業利益 227 億円、前年対比 18.9%減の着地

となりました。 

事業概要に関しましては、巣ごもり需要の反動減や季節品の不振で、売上高は計画未達となりまし

た。一方、販管費は予算を下回る進捗で推移しております。 

トピックスとしては、1 点目として、DX 戦略の一環で、デジタル化粧品台帳を導入いたしまし

た。また、会員アプリを通じたデータ活用型販促の準備も進めております。2 点目ですが、利便性

向上の施策として、生鮮および 100 均導入を継続して推進しております。加えて、E コマースにつ

きましても、関東に第 2 出荷センターを新設し、新たなニーズへの対応も図っております。3 点目

として、サステナビリティへの対応として、環境配慮型プライベートブランド商品を発売いたしま

した。 

 

次ページをご覧ください。それでは数値の詳細をご説明申し上げます。 

まず、売上高、売上総利益ですが、おのおの計画対比 98%、97.5%という結果となりました。第 1

四半期につきましては、ほぼ計画通りの進捗でございましたので、当期第 2 四半期の落ち込みが上
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期累計の計画値未達の要因となりました。これはかぜ薬等の OTC 医薬品、制度化粧品の回復が想

定以上に遅いことに加えて、季節品の不振が挙げられます。 

次に販管費ですが、第 1 四半期同様、予算内の進捗でございました。他方、自治体への消毒用ジェ

ル寄付などの予算外費用も発生いたしました。その結果、営業利益は予算対比 92.3%の進捗での着

地となりました。 

 

続きまして、前年対比の業績となります。 

前年対比で売上高 102%、売上総利益 103.9%、販管費 110.1%、営業利益 81.1%となりました。ご

参考までに、今期より収益認識基準を変更しておりますので、旧基準での前年対比を表の右に記載

しております。 
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次ページをお願いいたします。ドラッグイレブンを除く既存 6 事業会社の前年対比の業績でござい

ます。 

ご覧の通り、前期のコロナ関連特需の反動減と季節品の不振の影響もあり、売上高、売上総利益の

伸びが低く、一方、販管費は出店経費他の要因により例年通りの伸びとなっているため、営業利益

は前年対比 82.2%という結果となっております。 

 

次ページ、販管費の前年比詳細でございます。 
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まず人件費ですが、最低賃金上昇に加えて、出店による人員増・他の要因で、前年対比 109.3%。

ドラッグイレブンを除いた前年対比で 106.6%となりました。次に販促費については、収益認識基

準変更により、ポイント費用の計上が変更になった理由を除くと、ほぼ計画通りの進捗でございま

す。また、地代家賃についても計画通りに進捗しております。 

その他の経費については、寄付金、租税公課の一過性の要因に加え、キャッシュレス手数料、減価

償却費、消耗品の増加により、前年対比 120%の伸びとなりました。 

 

次に会社別の実績となります。収益認識基準が変更になっているため、昨年と同様の基準での比較

でご説明しますので、9 ページをご覧ください。 

各社とも昨年のコロナ特需の反動、季節品の不振等、マクロの影響は同様に受けておりますが、比

較的好調な調剤、食品、一方で苦戦をしている OTC、制度化粧品等の構成比の差によって業績の

差が出ております。 
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次ページ、13 カ月既存店売上高の推移でございます。 

ご覧の通り、第 2 四半期の回復の遅れが響き、上期累計でマイナス 1.0%となりました。これは計

画値のプラス 0.4%を下回る結果となっております。 

 

次ページ、売上分析でございます。 

第 1 四半期同様、客数はマイナス、客単価はプラスという傾向が続いております。 
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続きまして、会社別の出店・閉店・売上状況です。 

第 2 四半期は 41 店舗を開店し、上期累計で 70 店舗の開店となりました。また、閉店は第 2 四半

期に 12 店舗を実施し、上期累計で 31 店舗の閉店となりました。 

調剤につきましては、45 店舗を開局しました。改装に関しては 120 店舗実施を行いました。 
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次ページ、地域別の出店・閉店・売上状況でございます。詳細は割愛しますが、東北、新潟、中・

四国で多くの新店をオープンしております。 

 

続いて商品群別の実績でございます。 

このページでは前期にドラッグイレブン 3 カ月分の実績を含んでおりますので、次ページのドラッ

グイレブンを除く既存 6 社での説明をいたします。 

 

次ページ、15 ページをご覧ください。 
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まず医薬品ですが、引き続き調剤が好調で、粗利につきましても、薬価交渉が妥結し、前年に近い

水準まで回復いたしました。一方、OTC については、ワクチン接種の副反応対策として解熱鎮痛

剤の需要が増加しましたが、第 1 四半期に続き、かぜ薬、ドリンク剤は前年割れの状態が続いてお

ります。 

また化粧品については、一般化粧品、制度化粧品とも季節品等の不振で前年割れとなりました。日

用雑貨については、巣ごもり需要が一巡した結果となっております。 

一方、食品については第 1 四半期同様、高い伸びをしております。 

 

次ページ、16 ページをご覧ください。調剤部門の実績となります。 

前期の受診抑制の反動もあり、第 1 四半期に続き、前年対比で高い伸びを示しております。また、

先ほど触れましたが、粗利につきましても、薬価改定後の交渉が妥結し、ほぼ昨年並みの水準に回

復いたしました。 
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次ページ、17 ページをご覧ください。プライベートブランド商品の実績でございます。 

プライベート商品合計で 371 億円。前年対比 113%の着地となりました。第 1 四半期に比べ、前年

対比が鈍化しておりますが、これは資料に記載の通り、昨年のコロナウイルス第 3 波によるマスク

需要の反動が挙げられます。 

以上で私からの説明を終わります。引き続き、今後の取り組み・方針につきましては、鶴羽社長よ

りご説明申し上げます。 

鶴羽：それでは 18 ページから下期の取り組みの内容に関しまして、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。 
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19 ページになります。こちらは今期の通期計画でございます。 

今時点では据え置きの計画となっております。繰り返しになりますが、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ので、こちらは参考に、旧基準ベースの概算も記載しておりま

すので、ご確認をお願いいたします。 

 

20 ページ、こちらは今期の出店・閉店の計画でございます。 
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158 店舗の出店、48 店舗の閉店で、純増は 110 店舗、今期末の予定店舗数は 2,530 店舗でござい

ます。先ほどありましたように、上期では出店 70 店舗、閉店 31 店舗の実績です。予定通り進ん

でおります。 

 

21 ページ、こちら下期の取り組みといたしまして、まずはデジタル戦略でございます。 

デジタル化粧品台帳、こちらは今期開始とともに導入を開始しております。第 1 四半期は約 200

店舗ほどの導入をしまして、運用方法や技術的な面の改善を行ってまいりました。ある程度めどが

ついてきましたので、現在は 1,300 店舗ほどの店舗に導入を進めております。こちらは化粧品担当

者の業務効率化によりまして、接客時間の創出を実現して、売上増、新会員獲得につなげるという

ことです。 

また、今までのメーカー軸ではなく、顧客軸の管理になりまして、よりお客様に寄り添った接客が

可能となります。また、データ化によりまして、お客様の情報が全店でも分かるようになり、お客

様が購入以外のお店にもし行かれた場合も、他店でもきめ細かい対応が可能になります。その他、

お客様の購買履歴データの活用や、お客様の商品使用サイクルの把握、化粧品担当者以外がお客様

にこの台帳によって対応しやすくなるだろう。こういった効果が期待されます。 

また、次にシフト作成支援システムですが、こちらはツルハ・レデイに既に全店導入しておりま

す。続いて福太郎、ドラッグイレブンに導入を進めている最中でございます。こちらは毎回ご説明

している通り、シフト作成時間の短縮はもちろんのこと、残業時間やパート・アルバイトさんの勤
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務時間の適正化、また、見える化によって店舗間格差のばらつきの改善、月次ではなく 1 日単位の

人時管理、こういったことで人件費コントロールの効果を出していきたいと考えております。 

 

22 ページ、こちらはアプリ会員になります。 

アプリ会員は現在 505 万ダウンロードになりました。今期末 700 万ダウンロードの目標に向け

て、アプリ会員を促進してまいります。1to1 マーケティング施策のためのデータベース構築を現

在しております。下期はお客様の属性に合わせたリコメンドの成功体験を積むことを目標としてや

っていきます。具体的にはお客様の属性を 8 種類に分類して、それに合わせたアプローチをしてい

く。 

また一方で、直近の来店日と来店頻度からお客様の分類を判定しまして、いわゆる来店頻度が落ち

ているお客様、または会員から離反の可能性があるお客様に対して、来店を促進する手法を始めて

まいります。これらの取り組みを、下期実証実験を重ねまして、来期の上期をめどに自動化をし

て、全店で可能になるよう精度を上げてまいります。 
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23 ページ、こちらワンストップショッピング、お客様の利便性向上のために、引き続き精肉・青

果の導入、あとは 100 均の導入、こちらを進めてまいります。 

精肉・青果の導入は既に 859 店舗、100 均の導入はツルハ・TGN を中心に 52 店舗になりました。

それぞれの導入店舗は大体 108 から 112 パーセントぐらい客数が伸びております。このようにカ

テゴリを追加して、買い物目的を増やし、客数を上げる施策をやっていきたいと思っております。 

また、E コマースに関しましては、11 月に配送拠点を関東に一つ増やしました。まだ稼働したば

かりですが、本格的な販促の強化は年明け以降になります。ただ、出荷能力の向上、配送コストの

削減を行ってまいります。また、リアル店舗の融合戦略、店舗拠点、店舗在庫を活用したサービ

ス、こちらも引き続き検討してまいります。 
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24 ページ、プライベートブランド戦略になります。 

ツルハグループのくらしリズムを中心に展開を拡大しております。今期末の計画はくらしリズムブ

ランドで 850SKU ですが、現在 795SKU と、開発のほうは予定通り順調に進んでおります。 

また、各事業会社への導入も今期の課題として進めてまいりましたが、ほぼ全事業会社がほぼ全品

導入ということで順調に導入は進んでおります。PB 全体の売上目標は通期で 700 億円を予定して

おります。上期は日清さんやカゴメさんといった食品大手のメーカーさんと、PB 商品の開発も進

みました。今後もこういった大手の食品メーカーとの共同開発を積極的に進めて、拡大していきた

いと考えております。 
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25 ページ、調剤です。 

調剤に関しましては、今期 91 店舗の開局の計画です。上期 45 店舗と予定通りの推進となってお

ります。 

引き続き業務効率化に取り組むとともに、薬剤師の教育に力を入れていくということですが、こち

らに記載あります通り、当社薬剤師が日本薬局学会学術総会優秀演題を受賞するなど、今後も薬剤

師さんの専門性の向上を社内外に発信して、薬剤師のモチベーションはもちろん、採用活動にもつ

なげていきたいと考えております。 
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26 ページ、こちらはサステナビリティ推進の取り組みになります。 

9 月に重要課題(マテリアリティ)をリリースさせていただいております内容です。われわれの経営

理念、「お客様の生活に豊かさと余裕を提供する」こちらを軸に、サステナビリティ推進への取り

組みを行なってまいります。各項目に必要な KPI に関しましては、社内で今議論しておりますの

で、決まりましたら速やかに開示をさせていただきます。 

 

27 ページ、こちらは取り組みの一例になります。 
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環境配慮型の PB 商品の開発、こちらのほうを今後進めていきたい。また、太陽光の設備の事例を

記載しております。今期は 23 店舗に設置の予定でございます。 

 

最後に 28 ページをお願いいたします。 

現在の中期目標、2024 年 5 月期売上高 1 兆円、店舗数 3,000 店舗、こちら今進行中でございま

す。 

また、予定としまして、今期末の決算発表時、来年の 6 月の予定ですが、この時期をめどに新しい

中期計画を公表できるよう、現在作成中ということをご報告させていただきます。 

新しい新中期計画では、経営戦略、重点戦略はもちろんのこと、財務方針、資本効率、キャッシ

ュ・フロー、株主還元などについても現在議論中ですので、新計画で開示できるよう、準備を進め

てまいります。 

以上で、私からのご報告を終わります。ありがとうございました。 
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質疑応答 

 

山崎[M]：それでは質疑応答に移らせていただきます。ご質問をいただいておりますので、ただ今

ミュートを解除いたします。少々お待ちください。 

どうぞお願いいたします。 

質問者 A[Q]：ご説明ありがとうございました。簡単で結構なんで 3 点ご質問させてください。 

まず 1 点目、いつもの質問です。地域別の営業利益率の実績を教えてください。 

それから二つ目なんですが、この上期、特にセカンドクォーターに入ってからも、なかなか売上の

基調が戻ってこないというところかと思うんですけれども。先ほど基本的に地域別の会社の好調、

不調というのは商品構成でも決まりますというお話が村上さんからあったかと思うんですが、鶴羽

社長からご覧になって、例えば競争環境であったり、あるいはそれ以外の天候要因であるとか、外

部要因っていうのがどれぐらい影響しているのか。あるいは社内要因として何かもうちょっと売上

を取るために必要だったものがあったということが、もしお考えであれば教えていただきたいとい

うこと。 

通期の計画変えていらっしゃらないということですが、下期に向けてどういった形でこの売上の基

調改善を図っていかれるような施策を考えてらっしゃるのか。そこら辺について教えていただけれ

ばというのが二つ目になります。 

最後 3 点目が、先ほど最後に中計をご計画されているということで、これは鶴羽社長からでも、村

上さんからでも、どちらでも結構です。資本政策であったり、財務効率も議論されているというこ

となんですけども、こちらの中身は来年で全然構わないんですが、そういった議論を始めようとい

うことになったその背景。どういった取締役の中なのか、会社の中でどういった議論があって、こ

んな中計をつくろうというお話になったのかを教えていただければと思います。以上 3 点、よろし

くお願いします。 

山崎[A]：ありがとうございます。1 問目は私からでお願いします。 

地域別の営業利益ですが、株式会社ツルハの地域別で、新店を除く店舗段階での数字となります。

例年と同じ数字で発表いたします。上期累計でまず北海道、前期 9.1 から今期が 7.9。東北地区が

前期 6.5 から今期 5.3。関東地区が前期 5.6 から今期 3.9。中部・関西地区、前期マイナス 5.9 から
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今期はマイナス 4.6 となります。会社別の水準につきましては、資料にも記載がありますので、ご

参照いただければと思います。 

鶴羽[A]：それでは、二つ目のご質問、鶴羽よりご回答申し上げます。上期の、いわゆるご質問に

ありました競争環境につきましては、これは本当に地域によってさまざまなんですけど、大体ざっ

くり言いますと、新規地域に新しく出店しているドラッグストアの競争が激しいということになり

ます。われわれもそうですけど、地域に新しく出てきたドラッグストアはやはり知名度もありませ

んので、価格競争に入りますんで、そこに対してはわれわれも競争に巻き込まれるというか、追随

しなきゃいけない部分もございます。 

ただ、全般的に、局地的にはこういった価格競争はあるにはあるんですけど、ここはしっかり見極

めてやっておりますので、全般的にこの第 2 クォーターの不調の原因は、調剤と食品の構成比が高

い企業はそこの伸びでカバーできたと。ただ、やはり調剤比率があまりまだ大きくない、ツルハも

そうですけど、そういったところは全体のマイナス面をカバーできなかったと。ご察知の通り、医

薬品、化粧品の戻りがわれわれが期待していたより悪かったのと、輪をかけて季節品が不調だった

と。原因としては競争よりもこちらのほうが大きいかなと思っております。 

下期に関しましては、厳しい状態はまだ続くとは思いますが、かぜ薬等はまだ少し前年を割ってい

る状態も続いておりますが、少し戻りつつもありますし、今年の 1 月、2 月、3 月は結構底でした

から、それに対しては少しハードルが低くなるので、期待はしております。ただ、外部の不確定要

素が非常に多いので、この向こう半年の予測というのは、非常に現段階では難しいというのが正直

なところです。 

いずれにしましても、足元は厳しいですが、今やっています DX もそうですし、調剤強化、PB、

ラインロビング、こういったことを中長期の手を進めていくという施策を続けていきたいと思って

おります。二つ目のご質問は以上になります。 

三つ目の中計のつくるきっかけは、2024 年、ある程度、1 兆円のめども少しはついてきたのもあ

りますし、われわれ今まで売上と店舗数ぐらいの中期計画しか公表してなかったものですから、い

ろいろなステイクホルダーのかたにわれわれの方針等を開示していくべきだと、社内で議論が始ま

りましたので、そこを次回は可能な限り開示できるところはしていきたい。そういった方針でござ

います。以上です。 

質問者 A[M]：よく分かりました。ありがとうございました。 

山崎[M]：ありがとうございました。おひとかた、手を挙げていただいております。 
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質問者 B[Q]：よろしくお願いします。 

売上の戻りが、特にかぜ薬だとか化粧品中心にちょっと弱いと思うんですが、来年 1 年かけて、ど

んな見通しを持っているかっていうのと。あと、第 1 四半期の粗利率とかを見る限り、先ほどの鶴

羽さんコメントにもあったように、もちろん局地的にはやるけど、価格競争に関しては少し一線を

置いているっていうことでよろしいんでしょうか。確認までですが、こちらがまず一つ目です。 

二つ目が、期初の段階でも出店が増える関係もあって、結構経費が今年かさむよねというところだ

ったと思うんです。これ来期にかけて、人件費とかも、また最低賃金も上がることをベースにとい

うことで言うと、例えば、出店、要は店舗数の伸び率に対して、やっぱりまた 3 ポイントとか 4 ポ

イントとか、経費っていうのはかかってしまうと考えておいたほうがいいのかどうかっていうの

を、目線はちょっと早いんですが、来期含めてっていうところで教えてください。 

鶴羽[A]：ありがとうございます。鶴羽よりご回答申し上げます。一番目のご質問は、今後価格競

争について、一線を置くのがどうなのかということだと思うんですが、こちらは、本当によく地域

を見てというお答えにどうしてもなってしまうんですが、やるところはやる、必要ないところはや

らないと。ここをいかに細かく見ていくかっていうことが大事だと思っています。 

ただ、今少し食品も含めた価格の上昇、原材料輸送の価格の上昇もありますので、企業によって多

少違いますが、少し価格競争は各社緩んできているような話も聞きますので、そこはよく見極め

て、無駄な安売りしないようにやっていきたいと。本当これは、すみません、毎回あれですけど、

地域をよく見てやるというお答えになります。 

二つ目の出店に関しましては、今期も 150 店舗以上の出店を予定してやっておりますが、基本的

には、来期も同じぐらいの出店数で計画をしていきたいと考えておりますので、それにかかるコス

トというのも同じぐらいかかると、現段階ではそういう見通しでございます。以上です。 

質問者 B[Q]：出店に関わるコストっていうのは分かるんですが、今回もいろいろ、キャッシュレ

スに伴うコストアップとか、もう少し人件費の部分ですとか、単純に出店数の伸びでとどまらない

っていう理解なんですが。もう少し細かく教えてもらってもよろしいですか。 

村上[A]：村上から補足させていただきます。今、ご指摘の通りで、いわゆる新店による売上対比

で見たときに、それ以上に経費が上がっていくというのについては、ご指摘のあったキャッシュレ

ス、これ今 38%程度キャッシュレス比率になっておりますので、そういうところ。それから DX を

推進しておりますので、若干減価償却が等しくかかってくるという経費の項目がございます。 
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それについて、一昨年からご説明会等でもお話ししております、やはり経費の効率化、人件費等、

これをいかにコントロールしていくのか等を、来年、我々の中でも社員でいろいろ議論をしており

ます。それから、先ほどのキャッシュレスの話につきましても、これを経費節減する策がないか等

についても、そういう部署で検討をしておるということでございます。以上となります。 

山崎[M]：いかがでしょうか。よろしいですか。 

質問者 B[M]：はい、ありがとうございます。 

山崎[M]：ありがとうございます。次お願いいたします。 

質問者 C[Q]：よろしくお願いします。2 点お願いします。 

1 点目が、先ほどから少しおっしゃっていただいているものの続きなんですけれども。食品を含め

て原材料輸送の価格上昇がある中でという点なんですが、食品と日用雑貨のところ、それぞれ今仕

入れの価格面っていうのはどういうふうになってきてらっしゃるのかっていう点。あと、それを売

値、売価のほうに対してどういうふうに今後考えていかれるのかという点について、それぞれ食品

と日用雑貨のところを中心に教えていただければと思います。これが 1 点目です。 

2 点目も申し上げてよろしいですか。 

山崎[M]：続けてどうぞ。 

質問者 C[Q]：2 点目も先ほどの続きになるんですが、通常ご説明いただいております、このシフ

ト作成支援システムですとか、こういった販管費をコントロールしていくですとか、人時コントロ

ールしていくっていうものの効果として、どのぐらい上がってきてらっしゃるのか。もし金額等で

あれば教えていただければというところと、今後どういうふうな効果を見込んでらっしゃるのかっ

ていうところについて、コメントいただければと思います。よろしくお願いします。 

鶴羽[A]：それでは一つ目のご質問、鶴羽よりご回答申し上げます。この原材料等の値上げ要請と

いうのは現在来ております。食品に関しては、これはものにもよるし、地域とタイミングを見てっ

ていうことになりますが、基本的には原価とともに価格もスライドさせて、利益率は保ったまま値

上げの傾向という部分が数的には多いです。ただ、これもお客様の動向、競合の動向を見ながらと

いうことになります。 

日用品に関しましては、まだ NB 商品では、われわれのところにはまだそう値上げが来ているとは

今のところは聞いておりません。ただ PB のほうで、素材のほうで少し値上げ要求が来ているとい

うことですので。食品は、よくニュースでも報道でもよく言われるので、お客様の比較的理解しや
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すいカテゴリだと思いますが、PB のほうは、同じように価格をスライドして値上げというわけに

も、なかなかお客様に伝わりにくいので、ここは慎重に競合の動向も見ながらやっていくというこ

とになります。 

二つ目のご質問の販管費のコントロール、シフト作成システム等の効果なんですが、こちらはなか

なか人件費の削減という形で金額をお示しするのが正直難しい状態です。と申しますのは、当然残

業時間の削減、あとはパート・アルバイトさんの適正時間ということで、一定の金額のコントロー

ルっていうのはできるんですが、われわれとしてはその削減効果もありつつも、新しく得た時間で

ここからどう生産性を上げるか、どう販売に結びつけるかということも重要視していますので、金

額の公表というか、数字はちょっと控えさせていただきます。以上になります。 

質問者 C[Q]：ありがとうございました。一方で、今ご説明いただいた点っていうのは、シフト作

成支援システムの効果ですとか、コントロールっていうのは着実に進んできているという理解をし

てよろしいということですよね。 

鶴羽[A]：そうですね。ツルハを筆頭に、ツルハはもう 2 年ぐらい前に出ていますが、だいぶ現場

のコントロールもできてきましたので、これを随時グループで水平展開していくと。効果は出てき

ているということになります。 

質問者 C[M]：分かりました。ありがとうございます。 

山崎[M]：ありがとうございました。続いてお願いいたします。 

質問者 D[Q]：いつも大変お世話になっております。ご説明ありがとうございました。 

今までの Q&A に補足で、細かい部分かもしれないんですが、お願いしたいんですけど。一つ目が

販管費のところで、説明資料の 7 ページのところ。これ、従来ベースと新ベースで記載されている

ので、比較しづらいので確認なんですが、収益認識基準のところがポイント販促費ということなん

で、これ 1,141 億、今期のところを従来ベースにもし直したとすると、販売促進費がプラスになる

という理解でよろしいんでしょうか。 

山崎[M]：ちょっと整理させていただきたいんですが、旧基準と新基準での差が出る部分というの

が。 

質問者 D[Q]：そこを販管費の内訳で言うと、販売促進費のところと考えてよろしいんでしょう

か。30 億ぐらいあると思うんですけど。 
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山崎[A]：私からいいですか。すみません、山崎から回答します。 

詳しい部分は 30 ページのところに影響を記載していますので、ご覧いただきながらなんですが、

今ご指摘の通り、販促費の部分です。旧基準では、ポイントの付与した部分、これはポイント引当

金という形で繰入になった部分を、費用として計上しています。洗替えで四半期ごとに計上してお

りました。新基準はこれがなくなっていますので、その部分の差が出ます。 

ではそこで 30 億出るのかっていうことなんですけども、今期は収益認識基準が変わったことに加

えて、ポイント制度も若干変わっております。従来は 500 ポイントたまった時点で券が出てくる

という形でやっておりましたが、現在は 1 ポイント単位で使える。逆に言うと、500 ポイント以上

になってもどんどんためることができるという形です。実際に今ポイントのたまり方としては、

500 ポイント以上たまる傾向にあります。お客様のほうがポイントをためる量が増えているという

ことで、従来の引当金の計上の仕方に当てはめると、30 億ぐらいの計上になるということになり

ます。 

その差分が販促費の増分、約 30 億ちょうどぐらいになりますが、ここに相当するという理解でご

ざいます。 

質問者 D[Q]：それをもし項目に分けると、どういうふうになるんですかね。従来ベースの販管費

をもし分けたとすると。 

山崎[A]：7 ページのところのご質問だったと思うんですが、人件費・販売促進費・地代家賃・そ

の他というところの販売促進費に影響します。 
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質問者 D[Q]：なるほど。そうすると、ポイント制度を変えたということでそこがすごい増えてい

るんですね。30 億足し戻すと販売促進費が上期で 50 億ぐらいになって、ものすごい増えているの

で、どうしてかなと思ったんですけど。 

山崎[A]：そうですね。従来、前年ですと、引当金って一桁億円ぐらい、前期は 3 億ぐらいだった

んですが、という規模です。そこがそれだけたまっているということだと思います。 

質問者 D[Q]：なるほど。分かりました。では、これは制度を変えた一過性の部分が出ているとい

うことですね。 

山崎[A]：はい。その通りです。 

質問者 D[Q]：そうしましたら、そこを販売促進費に修正したとしても、その他っていうところの

伸びが高い状況が続いていて、それでいろいろご説明あったんですが、ここの部分だけ見ると、寄

付金とか減価償却っていうのが計画以上に増えているということなんでしょうか。 

村上[A]：村上よりご説明します。昨対っていう意味では、今期出た項目がご説明した寄付金で

す。この金額と、それから昨年対比での租税公課のところが、今期は通常通りの租税公課の費用が

発生しているんですが、前期、控除等もあって、販促費がなかったということで、この租税公課、

それから寄付金合わせて約 10 億のインパクトがございます。これプラス、減価償却、それからキ

ャッシュレス等の費用が少しこういった項目に比べて高いということで、この基軸と 120%、ただ

しイレブンを除くと、その 6 社で 116.6%ということでございます。よろしいでしょうか。 

質問者 D[Q]：分かりました。そうすると、確認ですが、販管費全体では計画内なんですが、その

他っていうとこだけ見ても、ここはある程度計画内なんですか。内部計画比で。その他の部分だけ

はちょっとプラスになっているんですか。 

村上[A]：そうですね。そういう意味では、その他の部分、社内ではもう少し細かい管理をしてお

るんですけど、ここが若干プラスだと。ただし、トータルの販管費で見たときには収まっていると

いうことでございます。 

質問者 D[Q]：分かりました。そうすると、その他の経費の下期の部分、同じような傾向が続く可

能性っていうのは大丈夫なんでしょうか。租税公課とか減価償却とか。 

村上[A]：そうですね。通期でいくと上期の影響は残りますけども、下期については今申し上げた

租税公課、それから寄付金については、下期には予定をしておりませんので、その部分が続かない

という理解でございます。 
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質問者 D[Q]：分かりました。ありがとうございます。販促費に関連してもう 1 個なんですけど

も、DX で、1to1 マーケティングでっていうお話されていて、来期上期からというお話あったんで

すが、それで効果が出るのはチラシの金額の抑制ということなんでしょうか。額としては結構そこ

そこ大きな削減額っていうのを期待できるものなのでしょうか。 

鶴羽[A]：はい。そうですね、おっしゃる通り、もちろん折り込みチラシ、今もデジタルチラシに

置き換えたり、削減等はしておりますが、このアプリによってより効果的な販促効果ができるんで

あれば、当然そちらにシフトはしていくと。ただ、もちろんアプリをお持ちじゃないお客様もいる

ので、完全にはなくならないと思いますが、そちらのほうに移行していくというのは十分考えられ

ます。 

質問者 D[Q]：チラシの額としてどうですかね。年間で 5 億、10 億ぐらい削減できそうだとか。 

鶴羽[A]：ちょっとまだ、正直、今後精査します。 

質問者 D[Q]：分からないですね。はい、分かりました。最後 1 点だけ、22 年 4 月の薬価改定の内

容とかだんだん出てきて、報道とかもされているんですけども、今回の引き下げの規模とかイメー

ジ、従来と比べて、従来通りで特に大きな変動要因にならないんじゃないかとか、今今で、もしあ

ればお願いします。 

村上[A]：村上よりご回答申し上げます。まだ詳細については、例年 2 月、3 月ぐらいに確定する

ということでございますので、確定の話はできませんけども、ある程度われわれが想定していたと

ころでございます。ただし、後発体制加算等が今後も減額されていくというような状況でございま

すので、これに代わる地域体制加算等、こういう付加価値のあるものにわれわれとしては取り組ん

でいくということかなと思います。 

質問者 D[M]：分かりました。ありがとうございました。 

山崎[M]：ありがとうございます。続いてもうひとかたいらっしゃいます。 

質問者 E[Q]：よろしくお願いいたします。2 点をお願いします。 

1 点目、調剤についての考え方について教えていただきたいんですが、来期、新しく発表される新

中計の中で、併設率何パーセントみたいな数値目標が出てくるのかというところ。あとは調剤併設

ドラッグとしてどの辺りのポジションを目指すのかっていうところで、今、地域連携薬局ですと

か、専門機関連携薬局とか、いろいろ専門性の高い薬局が求められるようになってきております

が、その辺り目指していかれるのかどうか、こちら 1 点目です。 
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2 点目ですけれども、DX について教えていただきたくて。人件費削減っていうところよりも、接

客の質の向上というところに生かすというお話だったと思うんですが、こちらの 1 人当たり売上高

の増加額何割とか、そういった目標がもしあればお願いします。以上です。 

鶴羽[A]：ありがとうございます。調剤に関しましては、もちろん新しく発表する予定の中期新経

営計画にも、今言える段階では重要戦略の一つとして上げる予定でございます。併設率でいくの

か、もしくは売上規模でいくのか、もしくは両方でいくのか。こういったことは今議論中ですが、

何らかの数値的な開示はしたいと考えております。また、地域連携薬局等の専門性というところ

も、まだまだ今取りかかり中ですが、やはり可能な限りそういったところも専門性を目指していき

たいという方針でございます。 

二つ目の DX のこの 1 人当たりの売上の向上等は、正直今数値はまだ検証できておりません。いろ

いろな DX や販促の絡みの中で、なかなか区分けして検証するっていうのは正直難しいところなん

ですけど、ただ、ある程度、目安、基準を持ってやるべきことだと思いますので、数字がもし精査

できればお伝えしたいと思いますが、今現在公表できる数値というのはありません。以上になりま

す。 

質問者 E[M]：ありがとうございます。 

山崎[M]：ありがとうございます。ご質問よろしいでしょうか。それでは、ご質問ないようでござ

いますので、こちらで質疑応答を終了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、2022 年 5 月期第 2 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。 

話者[M]：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 

2. 会話は[Q]は質問、[A]は回答、[M]はそのどちらでもない場合を示す 
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