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2020年６月30日 

各  位 

会 社 名 

代表者名 代表取締役社長            鶴羽   順 

（コード番号 3391 東証第一部） 

問合せ先 執行役員管理本部長         村上   誠 

（TEL     011-783-2755）  

2020 年６月度 月次営業速報に関するお知らせ 

１．連結月次前年対比伸び率 

（注） 

1.月次営業速報は毎月 15 日締となっております。 

2.上記数値は、当社グループの営業速報に基づいて作成されており、実際の業績と営業速報値では差異が発生する可能性が

あります。 

3.既存店は、開店後またはグループ加入後 13 ヶ月を経過した店舗を対象に算出しており、対象店舗は変動いたします。 

4.上記「全店」および「既存店」数値には、ＪＲ九州ドラッグイレブン㈱の実績を含んでおりません。 

5.上記「全店」および「既存店」数値には、ＦＣ店を含んでおりません。 

6.店舗の状況について 

※1 2020 年５月 28日付で取得したＪＲ九州ドラッグイレブン㈱の 206 店舗を含んでおります。 

2021 年５月期 （2020 年５月 16 日～2021 年５月 15 日） 

月度 

前年対比伸び率（％） 
店舗の状況（直営店） 

売上 客数 客単価 

全店 既存店 全店 既存店 全店 既存店 開店 閉店 店舗数

６月 9.2 7.3 8.3 4.6 0.8 2.6 (※1)213 16 2,347

７月 

８月 

９月 

10 月 

11 月 

12 月 

１月 

２月 

３月 

４月 

５月 

累計 9.2 7.3 8.3 4.6 0.8 2.6 213 16 2,347
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２．開店・閉店の状況（2020 年５月 16日～2020 年６月 15 日） 

※㈱ＴＧＮ＝株式会社ツルハグループドラッグ＆ファーマシー西日本 

≪開 店≫ 

日 付 店  名 所 在 地 店舗運営会社 

５月 26 日 くすりの福太郎青戸３丁目店 東京都葛飾区 ㈱くすりの福太郎

５月 28 日 ウォンツ戸坂店 広島県広島市東区 ㈱ＴＧＮ

６月４日 くすりのレデイ脇町店 徳島県美馬市 ㈱レデイ薬局

６月５日 ウォンツ中須店 広島県広島市安佐南区 ㈱ＴＧＮ

６月 11 日 ツルハドラッグ世田谷千歳台店 東京都世田谷区 ㈱ツルハ

６月 11 日 くすりの福太郎大塚駅前店 東京都豊島区 ㈱くすりの福太郎

６月 11 日 くすりのレデイ大林店 徳島県小松島市 ㈱レデイ薬局

≪閉 店≫ 

日 付 店  名 所 在 地 店舗運営会社 

５月 16 日 調剤薬局ツルハドラッグ双葉店（調剤専門） 北海道釧路市 ㈱ツルハ

５月 16 日 ツルハドラッグ角館店 秋田県仙北市 ㈱ツルハ

５月 16 日 ツルハドラッグ旭川買物公園通店 北海道旭川市 ㈱ツルハ

５月 16 日 ツルハドラッグ道頓堀中央店 大阪府大阪市中央区 ㈱ツルハ

５月 16 日 ツルハドラッグ洞爺湖温泉店 北海道虻田郡洞爺湖町 ㈱ツルハ

５月 16 日 ツルハドラッグ帯屋町店 高知県高知市 ㈱ツルハ

５月 16 日 ツルハドラッグ下北沢南口店 東京都世田谷区 ㈱ツルハ

５月 16 日 ツルハドラッグ名古屋栄３丁目店 愛知県名古屋市中区 ㈱ツルハ

５月 16 日 ツルハドラッグ神戸元町店 兵庫県神戸市中央区 ㈱ツルハ

５月 16 日 ツルハドラッグ小諸インター店 長野県小諸市 ㈱ツルハ

５月 16 日 ツルハドラッグ京都駅東塩小路店 京都府京都市下京区 ㈱ツルハ

５月 16 日 ツルハドラッグ四条高倉店 京都府京都市下京区 ㈱ツルハ

５月 16 日 ツルハドラッグ西鉄天神駅北口店 福岡県福岡市中央区 ㈱ＴＧＮ

５月 16 日 ツルハドラッグ中洲店 福岡県福岡市博多区 ㈱ＴＧＮ

５月 16 日 ツルハドラッグ西中洲店 福岡県福岡市中央区 ㈱ＴＧＮ

６月 15 日 ツルハドラッグ芦野店 北海道釧路市 ㈱ツルハ

≪その他の状況≫ 

◎次の店舗に調剤薬局を開局いたしました。 

日 付 店  名 所 在 地 店舗運営会社 

５月 16 日 Ｂ＆Ｄドラッグストア岩塚店 愛知県名古屋市中村区 ㈱ビー・アンド・ディー

６月１日 Ｂ＆Ｄドラッグストア又穂店 愛知県名古屋市西区 ㈱ビー・アンド・ディー

◎５月 28日付でＪＲ九州ドラッグイレブン株式会社の 206 店舗がグループに加わりました。 
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３．グループ店舗数内訳 

店舗運営会社 主な店舗ブランド 店舗数 うち 
調剤薬局

株式会社ツルハ  ツルハドラッグ 1,241 287

株式会社くすりの福太郎  くすりの福太郎 232 96

株式会社ツルハグループ 

ドラッグ＆ファーマシー西日本 

ドラッグストアウェルネス 

ウォンツ

ツルハドラッグ

(※1) 285 92

株式会社レデイ薬局  くすりのレデイ 230 54

株式会社杏林堂薬局  杏林堂スーパードラッグストア 84 67

株式会社ビー・アンド・ディー  Ｂ＆Ｄドラッグストア 68 20

ＪＲ九州ドラッグイレブン株式会社 ドラッグイレブン 206 23

株式会社ツルハグループ 

マーチャンダイジング 

ツルハグループｅ-ｓｈｏｐ 

（通信販売） 
1 －

国内店舗 計 2,347 639

※1 株式会社広島中央薬局の１店舗を含んでおります。

上記のほか、海外店舗 21 店舗、ＦＣ加盟店舗４店舗を展開しております。


