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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 

 

[イベント種類] 決算説明会 

 

[イベント名]  2021年 5月期第 1四半期決算説明会 

 

[決算期]  2020年度 第 1四半期 

 

[日程]   2020年 9月 14日 

 

[ページ数]  31 

 

[時間]   15:30 – 16:30 

（合計：60分、登壇：19分、質疑応答：41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]  2名 

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 1四半期決算説明会を開催させていただきます。 

本日の出席者をご紹介いたします。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。今日は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。 

本日の進行ですが、初めに山崎より業績概要について、続いて、村上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。 

初めに、業績概要について山崎からご説明申し上げます。資料の 1ページ目、目次のページに記載

のとおり、第 1四半期の損益については、JR九州ドラッグイレブン株式会社の数値を含んでおり

ませんので、ご了承ください。 

 

3ページをご覧ください。 
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2021年 5月期第 1四半期は、売上高が前年比 7.6%増の 2,246億円、営業利益高は前年比 20.1%増

の 151億円となりました。インバウンド需要の消失、季節商品の不振などのマイナス要因があった

ものの、新型コロナウイルス関連の需要増が前期末以降継続しており、売上を大きく押し上げた結

果となりました。販管費につきましても、よくコントロールできていたと認識しております。 

また、主なトピックスについて、下のほうに記載のとおりでございます。後半で村上からご説明を

させていただきます。 

 

4ページをご覧ください。当第 1四半期の連結業績につきましては、詳細は表のとおりです。 

既存店売上高は通期の前提をプラス 0.3、上期の前提をプラス 0.4、これはいずれも予算策定時点

で新型コロナウイルス感染拡大の先行きが不透明であったことから、関連商品の需要増を織り込ん

でおりませんでしたが、実際には需要増が続いており、想定を上回る進捗となっています。また、

売上総利益、販管費については、別のページで後ほどご説明させていただきます。 
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続いて、5ページ目、出店と閉店の状況です。 

JR九州ドラッグイレブンを除いた店舗数が表のとおり、2,156店舗。ドラッグイレブンが 203店舗

ございますので、含めますと 2,359店舗となります。なお、イレブンを除いた閉店数 22店舗、こ

の中には、前回説明会でお伝えしたインバウンド店舗 9店舗の閉店が含まれております。5月 15

日が最終営業日となりますので、5月 16日付で閉店という扱いになっております。 

 

続いて、6ページ、既存店売上高の 15カ月間の推移をグラフで示しております。 
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昨年 10月の消費増税、今年初めの新型コロナウイルスと特殊要因が続いておりました。当第 1四

半期は、大きな増減はありませんでしたが、新型コロナウイルスの影響で高い水準で推移をいたし

ました。 

 

7ページに詳細を記載しております。 

客数は 7月、8月と落ち着いておりましたが、巣ごもり需要などにより客単価が伸びている状況で

す。また、品単価と買上点数ですが、7月 1日からレジ袋が有料化となりました。レジ袋の代金を

商品売上で計上しておりますので、品単価の低下、買上点数の増加が数字上では見られておりま

す。客単価への影響は軽微であります。 
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8ページ、地域別・会社別の売上概況となります。 

地域別で見ますと、中部・関西、こちらは主にツルハの中部・関西地区の店舗で、インバウンド需

要の減少が大きく影響をしております。また、会社別では、都心部やオフィス街立地の店舗が多い

くすりの福太郎の既存店売上高では前年割れとなっております。また、TGN、レデイ薬局につきま

しては、例年この時期 7月、8月に大きな販促施策があるんですが、今期は感染リスクを勘案し、

例年より長い期間を取ってクーポン施策、ポイント施策というかたちで行いました。結果的に、売

上高にはプラス影響となっております。 
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9ページは、商品群別の実績となります。 

商品群別では、新型コロナウイルスの影響で日用雑貨、また、その他の分類が売上、粗利率とも大

きく伸長いたしました。その他の内訳であります医療用品には、マスク、それから手指の消毒剤。

日用雑貨には、ウェットティッシュやハンドソープ、また手指の消毒剤の一部も含まれておりま

す。一方で、医薬品については、インバウンド需要の減少、かぜ薬、ドリンク剤の不振から、OTC

医薬品の売上高を取り出してみると前年割れというかたちになっております。化粧品も、引き続き

制度品を中心に苦戦が続いておりますが、特定ブランドにつきましては、1桁マイナスでとどまっ

ており、粗利率は上昇しております。全体の粗利率は 0.4ポイント上昇となっております。 

 

続いて、10ページで調剤の詳細です。 

右下にグラフを示しておりますが、3月度以降、処方箋枚数の減少、単価の上昇といった傾向が続

いておりました。8月までにかけて、単価については徐々に上昇幅が小さく、落ち着いてきている

状況です。処方箋枚数につきましては、曜日や祝日の影響で、若干月ごとの変動がありますが、マ

イナス幅自体は徐々にこちらも小さくなっている状況だと思われます。また、粗利率につきまして

は、プラス 0.3ポイント、こちらは 4月の改定の影響が比較的軽微であったこと、また後発医薬品

の使用推進などで技術料の確保といった要因がございます。結果はプラス 0.3ポイントとなってお

ります。 
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11ページ、プライベートブランド商品の実績です。 

PB全体では、売上高が 9.7%増、構成比は前年同期比プラス 0.1ポイントとなっております。売上

総利益率、粗利率につきましては、各 PB区分でマイナスとなっております。ただ、粗利率は

44%、PB全体でありますので、商品全体の粗利率には貢献しているものと認識しております。この

粗利率の低下要因ですが、まず、PB扱いのマスクの原価が、この直近で大変高騰しております。

結果、粗利率が低下していることが一つです。また、医薬品、季節商品の不振も響いております。

特に、専売品・企業限定品に含まれておりますドリンクのエゾエース、また、日焼け止めのオレゾ

ホワイトといった商品が、重点品のようなかたちで非常に主力ですけれども、ここが季節要因で前

年割れというかたちになっております。 
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12ページ、販管費の詳細となっております。 

販管費率は 0.4ポイント改善いたしました。22.2%で終了しております。四つ項目を挙げておりま

すけれども、この中で金額はさほど大きくないですが、販売促進費の伸びが大きくなっておりま

す。ここは主にポイント引当金に関する費用計上です。販促施策の変更等に伴いまして、8月 15

日時点、第 1四半期末日時点の未使用ポイントの残高が一時的に大きくなっております。この影響

が費用として出ております。今後、第 2四半期以降、ポイントが使用されて消化されていくことに

より解消される見込みで、ここは一過性の要因と考えております。 

業績に関する説明は以上ですけれども、一つ補足です。決算補足資料等に記載しておりますバラン

スシートの概要につきまして、この第 1四半期末の段階でドラッグイレブンの 5月 31日時点の残

高を含んでおります。また、当社は 15日締め、8月 15日が第 1四半期の末日になりますが、この

日は土曜日でございます。金融機関の休業日の影響を受けている科目がいくつかございますので、

この点、ご留意いただければと思います。 

前半、私からは以上でございます。続いて、村上からご説明申し上げます。 
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村上：それでは、当期の取り組みと方針について、村上よりご説明させていただきます。次項の

14ページをご覧ください。 

まずは、数値ですが 6月 22日の決算説明会でご説明した今期の業績予測と変更のない内容でござ

いますので、詳細は割愛させていただきます。下段の左側に記載しております、前提条件のうち、

インバウンドは想定どおり、ほぼ売上ゼロの状況です。一方、新型コロナ関連については巣ごもり

需要も含め堅調で、業績を押し上げる要因となりました。 

 

次に、出店についてでございます。15ページをご覧ください。 
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出店についても、計画の変更はございません。よって、詳細の説明は割愛させていただきます。な

お、期末の予測店舗数は、2,233店舗を想定しておりますが、先ほど山崎からも説明がありました

けども、ドラッグイレブンさんが加わりますので、その店舗数 203店舗を加えると 2,436店舗とな

る予定でございます。 

 

次ページをお願いいたします。今期、五つの取り組みを記載のとおり掲げさせていただいておりま

す。それぞれについて進捗状況をご説明いたします。 

 

まずは、ドラッグイレブンの子会社化についてです。17ページをご覧ください。 
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5月 28日付でグループ入りしたドラッグイレブンですが、早期にシナジーを発揮するため、実務

レベルで統合作業を進めております。 

具体的には、今週 9月 16日より共同仕入をスタートさせる予定で、これにより一定のコスト低減

が図れると考えております。その他、調剤部門、店舗開発部門、システム部門、管理部門でもロー

ドマップを作成し、PMIを進めております。 

下段の表では、イレブンの店舗面積と商品構成を記載しております。他事業会社との比較ですので

参考にしていただければと思います。 

 

次ページ、お願いいたします。次に、スマートフォンアプリの活用とデジタル推進です。 

その要となる自社アプリのダウンロードを現在精力的に推進しております。今期末の目標として、

現在、当社のアクティブ会員様、約 1,100万人のうち 400万人の会員様にアプリをダウンロードし

ていただく目標を掲げさせていただいております。現時点で、約 130 万人の会員様にダウンロード

をしていただいております。ほぼ計画どおりに進捗しております。このまま何とか期末に 400万人

という目標を達成したいと思っております。 

まずは、このアプリのダウンロードという、お客様との接点となるこのアプリを活用できる状況を

早急につくることが先決でございますが、並行して個々のお客様のニーズに合った精度の高いマー

ケティングを実現できる体制を構築していきたいと思います。次年度以降、成果が出るように取り

組みを推進しているところです。 
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19ページをお願いいたします。精肉・青果の取扱いについてです。 

精肉・青果の取扱い店舗を拡大しております。資料のとおり、前期末で 360店舗でしたが、第 1四

半期で 92店舗追加し、452店舗の展開となりました。今期末には 630店舗の展開を目標としてお

ります。 

コロナの影響もありまして、より消費者、お客様のワンストップショッピングへのニーズの高まり

がありまして、導入店舗では売上伸長に寄与をしているところでございます。 

次に、当社のプライベートブランドである、くらしリズムの展開の拡大についてでございます。ご

覧のとおり、ほぼ計画どおりに SKU数を追加。また、旧ブランドであるエムズワンとの入れ替えを

実施しております。今後も、お客様にご満足いただける商品開発の強化を推進してまいります。 

最後に、人件費の適正化の仕組みとして導入している、シフト作成支援システムの進捗状況でござ

います。現状は、株式会社ツルハの OTC店舗の全店にシステムを導入済みであり、現在、勉強会の

実施や現場の意見を聞きながら運用の最適化を行っているところです。残業代の適正化や、パート

タイマーの労働時間管理など、一定の成果が出始めております。なお、9月 16日、今週より同じ

く株式会社ツルハの調剤店舗にも導入を開始する予定で、今期末には他事業会社への展開も図って

いきたいと考えております。 

次ページは、中計の目標ですが、これについても変更はありませんので、割愛させていただきま

す。 
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次ページをお願いいたします。最後に、SDGsに対する取り組みです。 

トピックスとして、資料の右側の中段に記載しておりますレジ袋の有料化です。レジ袋の有料化に

ついてはご既承のとおり、本年 7月 1日から開始されておりますけども、当社としても、このレジ

袋の有料化によって出てきた収益の全額を寄付させていただくこととしております。寄付先として

は、ユニセフおよび日本赤十字社を想定しております。 

以上で、ご説明を終わらせていただきます。ご清聴、ありがとうございました。 
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本サービスに関する情報を得た場合であっても、当社は利用者に対し本規約において規定されてい

る内容を超えて如何なる保証も行うものではありません。 

 

本資料または当社及びデータソース先の商標、商号は、当社との個別の書面契約なしでは、いかな
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る投資商品、例えば金融派生商品、仕組商品、投資信託、投資資産等）の情報配信・取引・販売促

進・広告宣伝に関連して使用をしてはなりません。 

 

本資料を通じて利用者に提供された情報は、投資に関するアドバイスまたは証券売買の勧誘を目的
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いただきます。かかる利用及び行為の結果についても、利用者自身が責任を負うものとします。 

 

本資料に関連して利用者が被った損害、損失、費用、並びに、本資料の提供の中断、停止、利用不
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わないものとします。なお、本項における「損害、損失、費用」には、直接的損害及び通常損害の

みならず、逸失利益、事業機会の喪失、データの喪失、事業の中断、その他間接的、特別的、派生

的若しくは付随的損害の全てを意味します。 

 

本資料に含まれる全ての著作権等の知的財産権は、特に明示された場合を除いて、当社に帰属しま

す。また、本資料において特に明示された場合を除いて、事前の同意なく、これら著作物等の全部

又は一部について、複製、送信、表示、実施、配布（有料・無料を問いません）、ライセンスの付
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