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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 決算説明会 

 

[決算期]  2021 年度 通期 
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[ページ数]  54 
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（合計：65 分、登壇：36 分、質疑応答：29 分） 

 

[開催場所]  インターネット配信 

 

[登壇者]  4 名 

   代表取締役社長執行役員  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） 

   経理部 IR グループマネージャー 巽 英樹 （以下、巽） 
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登壇 

 

山崎：それでは、定刻となりましたので、これより説明会を開始させていただきます。 

本日は、株式会社ツルハホールディングス、2022 年 5 月期決算説明会にご参加いただき、誠にあ

りがとうございます。 

初めに、本日の出席者をご紹介いたします。 

代表取締役社長、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、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：経理部 IR グループマネージャー、巽英樹でございます。 

巽：巽です。よろしくお願いいたします。 

山崎：それでは、本日の資料と進行について、簡単にご案内申し上げます。ご来場の方には、お席

に決算説明会資料等をお渡ししております。また、Zoom からご参加の方につきましては、説明会

資料を画面共有いたしますが、当社のホームページからもダウンロードいただけるようになってお

ります。こちらも併せてご確認いただければと思います。 

本日の進行につきまして、最初に、村上より決算概況について、続いて、鶴羽より中期経営計画に

ついてご説明させていただき、その後、質疑応答とさせていただきます。終了時刻は 16 時 30 分

を予定しております。 

それでは、説明に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 月期決算につきまして、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。 

まずは、業績概要でございます。資料 3 ページをご覧ください。 

売上高 9,157 億円、営業利益 405 億円と、旧会計基準で増収減益、新しい会計基準では減収減益

となり、非常に厳しい決算となりました。 

事業概況ですが、売上については、コロナ商材の前期からの反動、見込んでおりました化粧品、

OTC 医薬品の回復遅れに加え、既存店売上・客数が前年割れの結果となったことで減収となりま

した。 

粗利につきましては、第 4 四半期で消毒ジェル等、コロナ関連商材の評価減を行いましたが、調剤

事業の伸長、プライベートブランド商品の拡充などで、粗利率は 0.6 ポイント改善いたしました。 

販管費に関しましては、ほぼ期初想定していた進捗でございましたが、売上、粗利の落ち込みをカ

バーするほどのコントロールはできない結果となりました。 
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特記事項といたしましては、下半期から世界的なエネルギー高騰の影響で、電気料金が昨年対比で

高い伸びを示したことです。 

 

次に、前期の主な取組みです。4 ページとなります。 

デジタル戦略の推進、プライベートブランドの展開拡大、リアル店舗の利便性追求、調剤事業戦略

の推進、サステナビリティ推進と、結果は記載のとおりでございますが、後ほど中計のパートで鶴

羽社長よりご説明いたしますので、詳細は割愛させていただきます。 
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5 ページをご覧ください。連結業績の計画対比です。 

売上高、計画対比 95.8%。客数減による既存店の計画未達が主な要因となりました。 

売上総利益、計画対比 94.8%。売上減による要因に加え、コロナ関連商材の在庫評価減による影響

も要因となっております。 

販管費、計画対比 98.1%。人件費等は予算内で着地いたしましたが、光熱費は計画対比以上の増加

となりました。 
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続いて、前年対比の連結業績となります。6 ページでございます。 

前年対比の業績ですが、今期は会計基準変更により、旧基準と比べ、売上高 263 億円、粗利額 66

億円、販管費 67 億円の差が生じております。 
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細かい内訳等につきましては、7 ページに記載しておりますので、ご参照いただければと思いま

す。 
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続いて、四半期の業績でございます。10 ページをご覧ください。 

前期は、ドラッグイレブンの変則連結がありましたので、同社を除く既存 6 事業会社での四半期推

移をご説明いたします。 

ご覧のとおり、期初に下期で上期以上の営業利益を計画しておりましたが、売上高の不振により未

達となりました。 
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11 ページをお願いいたします。続いて、販管費の前年対比でございます。 

まず、人件費についてですが、前年比 104.7%と、社内の計画値も下回る結果となりました。 

販売促進費については、前年対比 69.7%ですが、これの主な要因は会計基準変更によるもので、ポ

イントを除いた、いわゆる販売促進費に当たるチラシ、テレビ CM などは前年を若干下回る数値と

なっております。 

その他経費につきましては、前年対比 113%の着地となりました。主な要因は、水光熱費が前年対

比 120%、金額で約 18 億円伸びた他、キャッシュレス手数料、減価償却費の伸びによるもので

す。 
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続いて、会社別の業績となります。12 ページをご覧ください。 

カテゴリー比率、郊外型、都市型、また新店の件数によって各社で業績に差が出ております。前期

につきましては、特に株式会社ツルハでの業績が不振でございました。 
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続きまして、13 か月既存店の売上推移です。14 ページをご覧ください。 

期初に通期でプラス 2.3%の計画値を立てましたが、想定しておりました下期の回復がなく、結果

マイナス 1.0%の着地となりました。 
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15 ページをご覧ください。続きまして、売上分析です。 

客数はマイナス 4%、客単価プラス 3.1%、品単価プラス 2.0%、買上点数プラス 1.0%。客数の減が

13 か月既存店の不振の要因となっております。 
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16 ページをご覧ください。会社別の出店・閉店・売上の状況でございます。 

まず、開店につきましては、計画 158 店舗に対して、結果が 159 店舗。閉店は、計画 48 店舗に対

しまして、着地が 57 店舗。結果、純増は、計画値 110 店舗に対して 102 店舗の着地となりまし

た。なお、閉店は約半数がスクラップ・アンド・ビルド、残りが不振店の閉店となります。 

また、調剤は 94 店舗の開局、既存店の改装は 241 店舗で実施いたしました。 

右側の既存店売上高の事業会社別の状況ですが、ツルハ、くすりの福太郎、B&D が前年割れの状

況となっております。 
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17 ページをご覧ください。続いて、地域別の出店・閉店・売上の状況でございます。 

地域別では、東北、関東甲信越で積極的に出店いたしました。 

また、既存店の売上高ですが、西高東低の結果となっております。 
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続いて、商品群別の実績でございます。19 ページをご覧ください。 

まず、調剤については、前年の受診抑制の反動、薬局数の増加等により、売上高は前年対比

110.8%。また、粗利についても、薬価引き下げの影響はありましたが、前年対比マイナス 0.3%、

38.6%の結果となりました。 

OTC につきましては、総合感冒薬等の不振により、売上高が前年対比 99.9%。粗利については、

解熱鎮痛剤の需要増により、前年対比プラス 0.6%改善いたしました。 

化粧品については、一般化粧品を中心に徐々に回復傾向にありますが、制度品については不振が続

いております。 

日用雑貨ですが、コロナ需要に一服感が出てきており、伸びが鈍化しました。また、粗利について

は、コロナ商材の在庫評価減を除くと、実質 0.8%程度の粗利改善をしております。 

食品は引き続き好調で、売上前年比 107.1%、粗利も改善傾向にあります。 

その他につきましては、マスク等の売上減で売上高前年比 97.5%の着地となりました。 
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続いて、プライベートブランドの実績でございます。21 ページをご覧ください。 

くらしリズム SKU 数は、計画値 850SKU に対して 890SKU、また全プライベートブランドの売上

高についても、計画値、目標値 700 億円に対して 754 億円、構成比も 9.1%となりました。 

商品群別のプライベートブランドの SKU 数は、記載のとおりとなります。 

これで、2022 年 5 月期の業績概要については終わらせていただきます。 
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続きまして、2023 年 5 月期の計画についてご説明いたします。 

23 ページをご覧ください。 

売上高 9,688 億円、前年対比 105.8%、営業利益 427 億円、前年対比 105.3%、当期純利益 226 億

円、前年対比 105.9%の計画とさせていただきました。 

上期、下期の内訳は、記載のとおりでございます。 
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続いて、出店・閉店の計画でございます。 

出店は 151 店舗、閉店は 70 店舗、純増 81 店舗の計画で、期末の店舗数は 2,603 店舗を計画して

おります。 

地域および事業会社の内訳は、ご覧のとおりでございます。ご参照ください。 
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最後に、今期の主な取組みでございます。 

取組み項目は 5 項目になりますが、詳細につきましては鶴羽社長よりご説明いたします。 

これで、私からのご説明は終わらせていただきます。ありがとうございました。 

山崎：続いて、鶴羽より、株式会社ツルハホールディングス新中期経営計画についてご説明を申し

上げます。よろしくお願いいたします。 
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鶴羽：それでは、これより、ツルハホールディングス、新中期経営計画を私、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。 

まずは、前中期経営計画の振り返りになります。2 ページをご覧ください。 

2024 年 5 月期目標といたしまして、売上高 1 兆円、店舗数 3,000 店舗を掲げてまいりました。こ

の計画は、2019 年 5 月期からスタートしておりますので、2018 年 5 月期終了時点の業績を左下に

記載しております。 

現段階の見立てといたしまして、売上高 1 兆円は 2024 年 5 月期には記述どおり達成、店舗数は約

300 店舗ほど少ない着地になる予定でございます。 
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3 ページをご覧ください。これまでの注力項目の成果と課題の整理を記載させていただいておりま

す。 

今までの主な成果といたしましては、40 都道府県に出店地域が広がりまして、11 県でシェア 1 位

となっております。 

PB 商品のくらしリズムは、グループ各社への導入が進みました。事業規模の拡大とともに、バイ

イングパワーも拡大しております。 

課題といたしましては、調剤事業の推進、DX 推進、また今後の人口減、オーバーストアに対する

出店精度の向上が挙げられます。 



 
 

 

サポート 

日本   050-5212-7790    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 

22 
 

 

4 ページをご覧ください。 

現中期経営計画の 2024 年 5 月期売上高 1 兆円に関しては、到達見込みではございます。しかし、

現在の状況といたしまして、急激な市況環境の変化による収益力の低下を受けまして、次期計画は

足場固めの新中期経営計画として策定をいたしました。 

今回の新中期経営計画は、収益改善を最優先課題といたします。2025 年 5 月期に売上高を 1 兆

600 億円、営業利益率 5%以上という計画を確実にやり切る 3 年間として位置づけます。筋肉質な

企業体質にする 3 年間といたします。 

さらにその後の 2026 年 5 月期からの 4 年間を再成長フェーズと位置づけまして、2029 年 5 月期

には、売上高 1 兆 5,000 億円、営業利益率 6%を目指してまいります。 
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ここからは、新中期経営計画の中身についてご説明いたします。 

6 ページになります。こちらは、外部環境認識です。 

新型コロナによるライフスタイルが急変、周辺業界の寡占化が進行しております。 
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7 ページをお願いいたします。こちらは、前期の収益悪化要因と、それに対する対策を記載してお

ります。 

出店戦略の見直し、消費者ニーズへのスピーディーな対応、PB 商品のさらなる拡大、DX 推進、

調剤推進を行ってまいります。 

 

8 ページをお願いいたします。 

ツルハグループの経営理念「お客様の生活に豊かさと余裕を提供しよう」、こちらを実現していく

ために、われわれは地域のお客様にとって、生活インフラ、またライフラインとしての役割を担

い、地域社会へ貢献する日本一のドラッグチェーンを目指してまいります。 
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9 ページになります。こちらは、今回の新中期経営計画の位置づけになります。 

2024 年 5 月期の売上高 1 兆円に関しましては、一昨年の時点では、1 年前倒しの 2023 年 5 月期

の達成見込みと考えておりました。しかし、繰り返しになりますが、外部環境の急激な変化に対応

し切れずに、前期の業績が悪化しました。 

これに伴いまして、2024 年 5 月期の売上高 1 兆円の目標は、1 年前倒しではなく、当初の計画ど

おりの時期に達成することも含めまして、今回の新中期経営計画を 2025 年 5 月期までの 3 年間と

して策定しております。 

前期の業績悪化と外部環境の先行きも不透明であることから、筋肉質の企業体質に転換し、次の大

きな成長に向けた体制を整えることが、今後の発展に寄与するものと判断をいたしました。 

よって、2025 年 5 月期までの 3 年間は収益改善フェーズと位置づけまして、足場固めのステージ

とします。その後、2029 年 5 月期に売上高 1 兆 5,000 億円、営業利益 6%に向けての時期を再成

長フェーズと位置づけます。 
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10 ページをお願いいたします。2025 年 5 月期経営計画になります。 

売上高 1 兆 600 億円、営業利益率 5%、店舗数 2,750 店舗、PB 商品売上構成比 12%、調剤売上高

1,400 億円、ROE10%以上といたします。 

 

11 ページをご覧ください。重点戦略になります。 
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店舗戦略、調剤戦略、PB 戦略、DX 戦略、そして財務戦略の五つを挙げさせていただいておりま

す。それぞれ、次のページから説明いたします。 

 

12 ページになります。重点戦略の一つ目、店舗戦略についてです。 

既存エリアのドミナントの強化を引き続き行います。商圏人口は、7,000 人に対応できるよう、小

商圏フォーマットの店舗づくりを行ってまいります。お客様の来店目的、来店頻度を上げるための

ラインロビング、また郊外店舗は売場面積の拡大も行ってまいります。 

また、調剤併設店の開局を加速いたします。こちらは、主に既存店に併設をしていく予定です。既

に多くの既存店が調剤スペースを確保している状態です。現在の調剤店舗数構成比は 30%ござい

ますが、3 年後の 2025 年 5 月期には 42%を目指してまいります。 
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13 ページになります。 

今後、3 年間の新店の出店に関しての方針といたしまして、若干、出店数のペースを下げて精度を

高めるフェーズといたします。オーバーストアなどの影響による新店の立ち上がりの鈍化、また外

部環境による建築コスト、またエネルギーの高騰などの影響も重なり、出店精度を抑えます。スク

ラップ・アンド・ビルドは積極的に行ってまいります。 

出店の精度を高めるために、出店の基準、KPI の見直し、また店舗開発メンバーの評価項目なども

含めて見直しまして、出店精度の質を上げてまいります。 
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14 ページをご覧ください。重点戦略の二つ目は、調剤戦略になります。 

調剤事業は、2025 年 5 月期に売上高 1,400 億円を目指します。それに伴いまして、調剤店舗数は

1,170 店舗になる予定でございます。 

14 ページには、調剤事業における外部環境と、それに対する取組みを記載しております、いわゆ

る DX の推進による利便性の向上の追求、薬剤師の対人業務へのシフト、加算算定の向上を行って

まいります。 

また、コストコントロールといたしまして、新薬歴システムなどの導入も行いまして、薬剤師の業

務効率化を目指してまいります。 
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15 ページをお願いいたします。 

こちらは、われわれの調剤戦略の方針として、生活者と協業し、セルフケアの普及貢献を目指して

まいります。 

いわゆる病気になられた方ではなく、健康な方も含めて、トータル的なサポートをしていきたい。

特にわれわれは、専門店よりドラッグストアとの併設店が多いわけですから、一体となって価値を

出していきたいと考えております。 
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16 ページになります。 

こちらは、現在も導入しております電子お薬手帳を中心に、各方面とデータ連携を行うことで、専

門性や利便性を高めていく状態を構築してまいります。 

 

17 ページをお願いいたします。 
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こちらは、今後の規制緩和も踏まえまして、処方箋・処方薬の受け取り方、または服薬指導・カウ

ンセリングの受け方の多様化に対応しまして、患者接点を増加させるスキームを構築してまいりま

す。 

 

次に、18 ページ、重点戦略の三つ目、PB 商品になります。 

こちらは、2025 年 5 月期に PB 売上構成比を 12%の目標といたします。これにより、PB の売上は

現在の売上約 1.5 倍となる予定です。SKU 数は、3,032 から 4,050 ほどになる予定です。 

PB 開発強化のため、組織体制の見直し、大手メーカーとの共同開発、食品 PB の開発の加速、健

康志向や付加価値商品の開発、また環境配慮型商品の開発、および環境配慮パッケージへの変更な

ども併せて行ってまいります。 
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19 ページになります。重点戦略の四つ目、DX 戦略です。 

ツルハグループでは、デジタル、アナログも合わせまして、総顧客接点数として 4,410 万人の方が

いらっしゃいます。その中で、ポイントカード会員のアクティブユーザー数 1,350 万人のうち、デ

ジタル会員が 390 万人となっております。 
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20 ページをご覧ください。 

今後は、このデジタルアプリ会員を増やすべく、デジタルマーケティングの深耕を行っていきま

す。2025 年 5 月期には、デジタル会員の一人当たりの年間購買金額を、現状から 10%アップを目

指します。また、アクティブ会員の 50%をデジタル会員とする目標といたします。 

また、リテールメディア戦略、広告事業への取組みとして、われわれの店舗数を活かしまして、店

舗が情報発信、または広告媒体そのものとして機能して、価値を創造していきたいと考えておりま

す。 

 

21 ページになります。 

これらの DX 戦略を支える IT 基盤整備の投資といたしまして、3 年間で投資総額を 100 億円以上

予定しております。これらは、次の 10 年を見据えた IT 基盤の強化として行ってまいります。 
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22 ページをお願いいたします。 

事業領域の拡大といたしまして、海外戦略、こちらは現在出店しておりますタイの事業規模の拡

大、またタイ以外の ASEAN 地域の国に出店計画を今後進めてまいります。 

EC の強化として、売上規模を現在の 3 倍にまで拡大を目指してまいります。 

新規事業といたしましては、われわれの店舗数を活かした事業の検討に入りたいと考えておりま

す。 
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23 ページをご覧ください。業績管理体制の構築です。 

今期から業績管理部署を創設いたしまして、販売費のコントロールを今まで以上に取り組んでまい

ります。 

 

ここからは、財務戦略について、財務方針および定量目標をご説明申し上げます。 
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25 ページになります。 

まず、基本方針ですが、成長の維持と資本コストを上回る利益を拡大させるという方針といたしま

す。 

具体的な財務 KPI といたしましては、Phase1、売上高 1 兆 600 億円、営業利益率 5%、営業利益

額 530 億円、ROE10%以上です。Phase2 といたしまして、売上高 1 兆 5,000 億円、営業利益率

6%、営業利益額 900 億円、ROE12%以上といたします。 

 

26 ページになります。こちらはグラフですので、割愛させていただきます。 
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27 ページをお願いいたします。こちらは、キャッシュアロケーション、資本配分についてのご説

明になります。 

こちらの対象期間は、2025 年 5 月期までの Phase1 としております。成長投資を維持しつつ、収

益性および資本効率の改善を図ることを基本方針といたします。 

具体的な数値は、事業計画および株主還元方針に基づきまして、ご覧の数値を算出いたしましたの

で、ご参照いただければと思います。 
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28 ページになります。 

株主還元方針ですが、基本方針として安定配当を基本といたしまして、配当性向 50%から 70%を

ベースに株主様へ還元を実施という方針とさせていただきます。短信で開示しておりますが、今期

末予想配当性向を 50%としております。 
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最後に、サステナブル経営についてです。30 ページになります。 

こちらは、ツルハグループのマテリアリティの特定として、既に開示させていただいている内容と

なっておりますので、ご覧ください。 

 

31 ページになります。こちらが、マテリアリティに関する各種目標数値になります。現状の数値

と、真ん中に中計の 2025 年時の目標を記載しております。 

一番右側は、国が 2030 年を目標としている項目もありますので、それに合わせて記載をさせてい

ただいております。 
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32 ページになります。 

こちらは、ESG の取組みの一例として、太陽光発電の導入、また環境配慮型商品の開発を挙げさ

せていただいております。 

 

最後に、33 ページになります。コーポレートガバナンス体制の構築について記載しております。 
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前期は、監査等委員会設置会社への移行をはじめ、指名・報酬委員会の設置、リスクマネジメント

規程の制定などを開始いたしました。今後は、TCFD への対応を行ってまいります。 

以上、鶴羽から、ツルハホールディングスの 2025 年 5 月期に向けて、新中期経営計画を説明させ

ていただきました。 

以上で説明を終わります。ありがとうございました。 
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質疑応答 

 

山崎 [M]：では、ここから質疑応答に移らせていただきます。 

ご来場の方でご質問がございましたら、その場で挙手をお願いいたします。また、Zoom でご参加

の方は、手を上げるという操作をしていただきますと、こちらで分かりますので、お願いいたしま

す。 

では、ご質問はいかがでしょうか。 

質問者 A [Q]：ご説明ありがとうございました。最初に、久しぶりにお顔を拝見できて本当にうれ

しく思っています。ありがとうございます。3 点ご質問させてください。 

1 点目は、いつもの質問で、ツルハ単体の地域別の営業利益率がどうだったかという数値を確認さ

せてください。 

2 点目は、中期計画のところで、向こう 3 年間収益力をというお話は非常によく分かりましたが、

具体的にその 3 か年の中で、例えば今期のご計画も含めて既存店の伸び率はどんな感じでご覧にな

っていて、その上で数値というよりは、既存店が終わった期は大きく、久しぶりに御社にしては珍

しく既存店マイナスという厳しい結果だったと思います。どういう形で既存店の売上高をしっかり

伸ばしていくというところを、鶴羽社長はお考えになっているのか、その考え方をいま一度ご確認

させていただければと思います。 

最後、3 点目は、キャッシュアロケーションのところの説明もよく分かってありがたいですが、配

当性向 50%と、かなりジャンプアップされるようなご計画になっていらっしゃると思います。こ

の背景、ROE を引き上げていくためには、これぐらいやらなければいけないのかもしれません

が、あらためて、どういった形でこの配当性向の引き上げを会社として意思決定されたのか教えて

いただければと思います。よろしくお願いします。 

山崎 [A]：1 問目からよろしいですか。ありがとうございます。 

まず、株式会社ツルハの地域別の営業利益から申し上げます。こちらは、新店を除いた、期首に営

業していた店舗のみ抜き出した数値になります。 
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21 年 5 月期を前期、22 年 5 月を当期とさせていただきます。北海道、前期 8.0%、当期 7.3%、東

北、前期 5.6%、当期 4.6%、関東甲信越、前期 4.9%、当期 3.4%、中部関西、前期マイナス 5.9%、

当期マイナス 4.8%という数字になります。 

1 問目の回答は以上でございます。 

鶴羽 [A]：それでは、2 問目は鶴羽からご回答申し上げます。 

既存店の計画になりますが、まず今期、進行期は、既存店 13 か月以上既存店を 1.1%で計画してお

ります。その後の今回の 2 年目、3 年目の中期計画では、およそ 1%の既存店の伸びを計画してお

ります。 

こちらをどう実現していくかが非常に難しいところですが、やはり客数の維持、なかなか人口が減

っていくわけですから、来店頻度を上げるのか、買い物目的を増やして、他の業態からわれわれ

の、当社のグループの店舗に来てもらうかという、その二つに尽きると思います。 

そのために、繰り返しの施策にはなりますが、まずは利便性を高めることによって買い物目的を増

やすということです。食品のラインロビングもしかり、いろいろとツルハグループならではの店舗

のサービスもこれからますます拡充していくべきだと感じております。 

また、カウンセリングに、われわれはこだわってやっているドラッグストアですから、そこの顧客

づくりということで、地域のお客様をつかんで来店していただくというところと、やはり調剤併設

によって、われわれのドラッグで処方箋を出してもらうといったことを引き続きやり続けるという

ご回答になります。 

以上です。三つ目は、村上から説明いたします。 

村上 [A]：村上からご回答申し上げます。 

配当性向に関するご質問ですけれども、この 3 年間、次の成長ステージに移るための、もう一度そ

の収益性の改善ということで、法人、社長からご説明申し上げました。 

一方で、やはり資本効率についても、以前われわれが最低限考えておりました 10%を、今期は残

念ながら割りました。3 年後に必ず ROE10%という目標を立てましたので、当然本業の収益性改

善、それから財務的にも株主還元の、今回は配当性向ということでございますけれども、将来 CF

をかなり厳密に計算いたしまして、成長投資、それから財務基盤の問題はなしと、われわれとして

は判断いたしましたので、今回の数値を発表させていただきました。 

以上でございます。 
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質問者 A [Q]：ありがとうございます。 

1 点だけ追加で申し訳ないですが、M&A は、取りあえず有利子負債を活用されるというお話だと

思いますが、今回のこの中計に M&A の効果はどの程度入っているのか、入っていないのか、定性

的なお答えで結構ですが、それだけ 1 点教えてください。 

鶴羽 [A]：今回の 2025 年までの 3 年間に関しては、あくまでもオーガニックで成長した場合とい

う仮定で計画を組んでいます。もちろん M&A がないというわけではないですが、そちらを入れる

と、本当に収益改善のフェーズなのに不確定な部分が非常に出てしまいますので、いったんは、そ

ちらは抜きとして作らせていただいております。 

ただ、きょう説明しました Phase2、いわゆる 2029 年にかけての次なる目標に関しては、少し

M&A も含んだ考え方を取り入れております。 

以上になります。 

質問者 A [M]：よく分かりました。どうも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。 

続いて、ご質問はいかがでしょうか。 

質問者 B [Q]：鶴羽社長に 2 点、質問をお願いいたします。 

今回の決算についての率直な受け止めというか、総括についてお聞かせください。また、次期業績

予想については、増収増益を見込まれているかと思いますが、今後の事業環境についての見通しに

ついての見解、こちら 2 点、お願いいたします。 

鶴羽 [A]：ご質問ありがとうございます。 

今回の決算についての率直な総括といたしましては、当然、計画と大きく業績がかけ離れたわけで

すので、その辺は大変期待していたステークホルダーの方にも大変申し訳ないとは思っておりま

す。 

今回、医薬品や化粧品の売上が回復せずに、前期までは雑貨、食品でカバーしていたのが、そこが

ちょっと一服して、カバーし切れるものがなくなってしまったと。調剤は伸びていますが、併設率

が高い企業と比べると、われわれはまだ構成比が低いものですから、カバーし切れなかったという

ところもございます。 
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当然、新店の伸びが悪いとか、いろいろありますが、一番は客数減。どこのドラッグも今期は客数

で苦労していますが、特にわれわれのグループの客数減は大きく反省するものだったと理解してお

ります。 

今後に向けては、本当に先行きが不透明なので難しいですが、既にこの電気代の高騰などでコスト

が非常にアップしていますので、しっかりコストコントロールをしながらコロナの回復に向けてど

れだけ日常生活が戻って、われわれがそれにきちっと対応できるかも含めて、戻ることだけではな

くて、コロナで新しく習慣づいてわれわれが販売できた商品もありますので、そこもきちっと大事

にしながらやっていくという方針で今期はやっていきたいと考えています。 

以上です。 

山崎 [M]：ありがとうございます。 

それでは、お願いいたします。 

質問者 C [Q]：中計について 2 点、質問をお願いいたします。 

まず 1 点目が、ここ最近、ウエルシアさんとかは、結構イオンさんとの取組みを強化されていると

思います。今回の中計、特にイオンという話は出てこなかったですけれども、今後、イオンとの距

離感をどうやっていきたいのか。例えば、ウエルシアさんみたいに生鮮は彼らのものを取り扱うみ

たいな話が出てくるのか、惣菜はオリジンを扱うみたいな話が出てくるのか、そこら辺の考え方を

教えていただけると幸いです。 

あともう 1 点目、出店ペースを落とすという話が、収益性を大事にするためにという話が出てきま

したが、ここの話を聞いて、例えばサンドラさんとかが頭に浮かびました。彼らはずっと収益性重

視でやってきたけれども、やはり拡大フェーズに行かないといけないということで、出店ペースを

すごく上げていると思います。 

例えば、スギさんとかも改装等はかなりするようなところで、収益性を多少落としてでも拡大して

いくという流れで、ここであえて出店ペースを落とす必要はあるのか。ちょっと踏み込んだ言い方

をすると、そこまで店舗網が今乱れてしまっているのですかというところ、現状のところを教えて

いただけますと幸いです。お願いいたします。 

鶴羽 [A]：ありがとうございます。それでは、鶴羽よりご回答申し上げます。 
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イオンさんとの関係は、当初からトップバリュの商品、またはハピコム商品を置かせていただいて

おりますし、現状もそれを販売させていただいたりしております。生鮮や食品に関しての取組み

は、今のところ話はございません。 

二つ目の出店ペースに関してですが、われわれ、大体 150～160 店舗、特に前期は出店が多かった

ですが、少しペースを落として、今期は結局 150 店舗ぐらい出店することにはなりますが、来期

以降は 120 店舗ぐらいに少し落とそうかなという計画にしております。 

ですので、すごく極端に減るわけではないですが、先ほども申しましたように、やはり今、すごく

建築コストも上がっていますので、この時期にオーバーストアの関係もありますが、出店してトッ

プラインをどんどん伸ばすというところも、さすがに少し慎重にやらないと、ちょっと厳しくなっ

てきているという環境も踏まえて、少し精度を高めるフェーズとしてやっていきたいと。ただし、

出店は止めるわけではないので、基本的にはスクラップ・アンド・ビルドを中心として、既存店の

活性化をしていきたい、こういった考えになります。 

質問者 C [Q]：分かりました。 

先ほど、1 点目のトップバリュとかハピコムという話ですけれども、ここ最近、自社でプライベー

トブランドに力を入れてこうというタイミングですと。さらに、御社はカウンセリングとかの特長

も活かすとなると、より高価格帯の自社 PB 商品を売っていくことができるのかなと思っていま

す。 

となると、例えばトップバリュとかハピコムは、なかなか合わなくなってくるのではないかなと思

います。そこら辺でイオンさんとの PB の取組み方は、今後どのように考えておけばよろしいです

か。 

鶴羽 [A]：そこはお客さんの反応を見て、適切な品ぞろえで対応していきます。 

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、ご質問はいかがでしょうか。 

質問者 D[Q]：鶴羽社長にお伺いいたします。 

今回の新しい中期経営計画で、以前までは店舗数と売上高が掲げられていましたけれども、今回は

店舗数というよりも、営業利益率、25 年 5 月期まで 5%、次のフェーズは 6%とあります。この 25
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年 5 月期までの 5%、その先の 6%に営業利益率を置かれた理由と、そもそも今回の中計で営業利

益率が計画の中に入ってきた意図をお伺いしたいです。 

あともう 1 点です。調剤の店舗を増やしていかれるということですが、既にウエルシアさんも含め

て、調剤併設型の店舗を増やされているドラッグストアは、既に先行している例があるわけですけ

れども、そうした先行しているドラッグストアさんに対して、ここから増やしていくツルハさん

が、どのように巻き返していくかではないですが、よりツルハの調剤にお客さんを持っていくか、

戦略のところをお伺いしてもよろしいでしょうか。 

鶴羽 [A]：ありがとうございます。 

今回の中計で営業利益率にこだわりましたのは、少し再三、出店の話とも重なりますが、今、日本

のドラッグストアはもう 7,000 人や 6,000 人に 1 軒という店舗網に全国ではなっていますので、当

然、売上規模も拡大を目指しますが、やはりこれから収益体質が大事だろうと。 

特に前期、営業利益率が 4.4%と、前々期の 5.4%から 4.4%まで下落してしまいましたので、もと

もとわれわれは 6%以上ある企業でしたので、まずここの収益改善が急務だと判断いたしまして、

営業利益率の目標に少しこだわりたいと。 

特にコロナや世界情勢の不安要素もありますし、今、われわれは基幹系システムや調剤システムな

どのシステム投資も行っていますので、そこで地盤固めをして、次期収益を高めるようなフェーズ

にしたい、こういった思いがございます。 

二つ目の調剤に関しましては、もちろん先行している企業に比べて併設率もまだわれわれは 30 で

すから少ないですが、そもそもウエルシアさんやスギさんと出店している地域が違いますので、も

ちろんかぶっているところもあるのですけど、例えば北海道、東北とか、広島のほうを考えても、

併設ドラッグストアの競合は関東圏、関西圏に比べるとまだ出てないという認識です。 

そういった意味では、われわれの立地として、このドラッグ併設の調剤はまだまだ伸びる余地は、

まず立地的なことであるとは考えております。もちろん専門性や利便性という意味でも、少し調剤

の DX の話も中計には盛り込みましたが、そういったところもちろん並行して行ってまいります。 

以上になります。 

質問者 D [Q]：ありがとうございます。 

もう 1 点だけお伺いします。今お答えになった出店にも関連するのですが、まさにドラッグストア

1 店舗当たりの人口が 7,000 人を切ってくるみたいな話もありますけれども、今、社長がご覧にな
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っていて、大体 1 店舗当たりの商圏、何千人ぐらいがこのラインというか、採算に乗るベースとお

考えになっているでしょうか。 

鶴羽 [A]：今、まさしく 7,000 人が最低条件と。もちろん地域によっては 3,000 人、4,000 人の、

田舎で出すフォーマットのときもあるかもしれませんが、基本的には、やはりわれわれの現状対応

できるのは 7,000 人以上という基準を、出店の一つの基準としております。 

質問者 D [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す。 

続いて、ご質問お願いいたします。 

質問者 E [Q]：ご説明ありがとうございました。よろしくお願いいたします。大きく三つです。 

最初は、計画数値の確認のところで恐縮ですけれども、まず 23 年 5 月期の見通しの、既存店が通

期で 101.1%と言われましたが、上期と下期でどういうイメージなのか。 

あと、今期、調剤基本料でかなり減益になるとか、水道光熱費も支払い手数料も結構増えるのでは

ないかと思いますが、その辺りはかなり保守的に織り込まれているということでしょうか。地域体

制加算の増とかでカバーされていくのだと思いますが、その辺りの立て付けについてコメントいた

だければというのが 1 点目です。 

鶴羽 [A]：ありがとうございます。 

13 か月既存店に関しては、今期は通期で 1.1%です。上期と下期の割合は、上期がマイナス

0.1%、下期が 2.3%と、少し下期寄りの予算計画とはなっています。 

電気代等の織り込みは、もちろんこの計画には織り込んでいます。調剤の報酬の影響ももちろんご

ざいます。基本料で約 6 億円、7 億円の減算がございます。あと、薬価改定の影響もありますの

で、10 億円近くの減額は、ある程度計算しております。そこは、やはり処方箋枚数、あとは地域

体制加算も 1 年の猶予で来春にはまた改定にはなりますが、まだわれわれは取っている薬局が少な

いものですから、さほど影響はないですが、今取れるうちに加算を取っておくというのを織り込ん

で、今回の予算には織り込み済みです。 

質問者 E [Q]：加算は今、何店舗ぐらいで取っていて、何パーセントぐらいで、1 年でどのぐらい

まで増やそうとかはございますか。 
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鶴羽 [A]：地域体制加算に関しては、現在 70 店舗ほどです。これを今期、九十数店舗まで増やし

ますが、またご存じのとおり 4 月に改定になりますので、結局 70 店舗ぐらいに戻ってしまうと。 

あとは 17 点か 39 点、どうなるかというところですが、われわれとしては、正直もともとここは

あまり多く取れていなかったので、今後、17 点の店舗、ハードルが三つ項目をクリアするという

ことをきっちりやって、17 点取れる薬局数を増やしていくといった方針でやっていきたいと思い

ます。 

質問者 E [Q]：分かりました。ありがとうございます。 

2 点目が、向こう 3 か年の、Phase1 の中計の数値の確認です。こちらも年間、既存店 101%ぐら

いということなので、出店を落とすといっても、店舗数とか面積 104%ぐらい増えるようなイメー

ジで、トップラインは 105%というイメージなのでしょうかという確認です。 

あと、営業利益率が 0.6%上がる目標ですが、これは PB とか調剤を増やして粗利益率を上げて、

経費率は維持といったイメージでしょうか。その辺り、確認をお願いします。 

鶴羽 [A]：出店に関しては、今期は 151 ですが、来期以降は 120 前後の計算で作っております。そ

して、営業利益率に関しては、今お話にありましたように、販管費率を維持して粗利率を上げる、

こういった構図で計画を組んでおります。 

質問者 E [Q]：分かりました。ありがとうございます。 

3 点目です。中計の中の新規出店のところで確認ですが、今の地盤のエリアを中心に、既存店のエ

リアの強化ということで新規出店をされるということで、そうすると、既存の店舗にマイナス影

響、自店間競合というか、そういうのも出ると思います。それでも既存店、全体で 101 というの

は伸ばせるのでしょうか。 

あと、KPI を変えられたということで、先ほどご説明がありましたが、以前とどう変わるのか。13

か月目、営業利益黒字化とか投資回収期間設定とありましたが、以前はどうで、どのように変わる

のかについて補足いただければと思います。 

鶴羽 [A]：ありがとうございます。 

出店に関しての、まず既存エリアのドミナントについては、ドミナントの集中地域をある程度決め

て、飛び石しないで出店していくという方針ですが、もちろん自社競合という場合もございます。

ただ、7,000 人に 1 軒と先ほどもお話ししましたが、ここがクリアできるのであれば、ドミナント

はまだまだ可能だろうと。 
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もしそれを割るような商圏で競合が入ってくるので、それを阻止するために出店というのもわれわ

れの業界ではあるのですが、そういった場合でも、今までも同じ考え方ですが、その地域のエリア

で多少売上がカニバっても営業利益額がプラスであれば OK という考えで、ずっとドミナント化し

ていますので、指標としてはそこが OK なら OK という形で出店をしてまいります。 

出店の基準は、13 か月での黒字とか投資回収とか、いろいろルールは以前からはありましたが、

もう少し、では、そのためにどういった立地で、この出店基準を、当然立地のいいところは立地の

いいところですが、何が良くて立地がいいのかという判断ですね。これはちょっと細か過ぎてこの

場での説明は避けますが、そういったところの立地の評価点を少し細かく開発マンに与えて、出店

をしてからの、その後の数値ももう少し厳密に追いかけて、会社全体で取り組んでいきたい、こう

いった説明になります。 

質問者 E [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した。 

それでは、お時間が過ぎておりますので、こちらで質疑応答を終了とさせていただきます。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 月期決算説明会を終了させてい

ただきます。本日のご参加、ありがとうございました。 

鶴羽 [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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