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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]  2021 年 5 月期決算説明会 

 

[決算期]  2020 年度 通期 

 

[日程]   2021 年 6 月 22 日 

 

[ページ数]  41 

  

[時間]   15:30 – 16:37 

（合計：67 分、登壇：30 分、質疑応答：37 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 2021 年

5 月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。 

本日の進行についてご案内申し上げます。はじめに、私、山崎より当期の業績概要について、続い

て、村上より実績の詳細について、最後に、鶴羽より 2022 年 5 月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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では、はじめに山崎より業績概要について、ご説明申し上げます。3 ページをご覧ください。 

2021 年 5 月期の通期実績は、売上高 9,193 億円、営業利益高 483 億円と、新型コロナウイルスの

影響が続く中で、増収・営業増益で終了いたしました。 

ただ、下期につきましては、かぜ薬など冬の季節品の不振、また昨年のコロナ禍需要の一巡などが

ありまして、反動減により営業利益は、下期は前年割れの結果となっております。 
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続いて、4 ページです。連結業績の計画対比です。 

ドラッグイレブンの業績が、通期では 11.5 カ月分、下期では 8.5 カ月分含まれております。おお

むね修正計画どおりの着地になりましたけれども、売上総利益、販管費、それぞれ 3 億円ずつ差異

が出まして、営業利益で 6 億円強の下振れで着地をいたしました。 

売上総利益については、一過性の要因としましてコロナ対策商品、アルコール消毒などの在庫評価

減に伴って、3.4 億円のマイナス影響がございました。 

販管費におきましては、キャッシュレス決済の増加が想定を上回ったことによる手数料の増加、ま

た、閉店店舗の原状回復費用、店舗で使用しました消毒剤、マスクなどの自家消費、こういった費

用がございます。また、各事業会社で、自治体に対してコロナ対策関連の寄付、寄贈を行っており

ます。これに関する費用も、2.4 億円ほど計上いたしております。 

また、イレブンを除くベースの数字ですけれども、売上、粗利に関しては計画を達成いたしまし

た。ほぼ計画どおりの着地となりました。ただし、販管費につきましては、先ほど述べた要因で上

振れしまして、営業利益では想定を下回った着地で終了しております。 
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5 ページに移ります。前期比です。 

前期比については、表のとおりとなります。イレブンを除く営業利益は、6.6%増となっておりま

す。 

ただし、前期は全従業員に特別感謝金を支給いたしました。30 億円の要因がございますので、実

質ほぼ前年並みの水準で着地となっております。 

また、当期純利益につきましては、前年 2020 年 5 月期に所得拡大税制の適用によりまして、押上

げ分がございました。当期はこの影響が少なかったため、前年を割る実績となっております。 
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6 ページに移ります。連結業績の四半期推移です。 

こちらは表をご覧いただければと思います。なお、第 4 四半期にドラッグイレブンの 5.5 カ月分の

実績を含んでおります。こちらはご留意いただければと思います。 

 

続いて 7 ページは、この四半期推移のイレブンを除くベースの推移となっております。 
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こちらも併せてご確認いただければと思います。 

 

続いて、8 ページに移ります。販管費の状況でございます。 

前期は、先ほど申し上げましたとおり、特別感謝金、これを人件費に 30 億円計上しております。

これを除きますと、イレブンを除いた人件費の伸びは、約 6%となります。また、販管費全体の伸

びは、4.7%に相当します。 

当期は、売上高の伸びが低く、イレブンを除いた販管比率、人件費率の部分では小幅な改善に留ま

っておりますが、通期にわたって人件費のコントロールにつきましては、良好に推移したものと考

えております。 
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9 ページに移ります。出店・閉店の状況です。 

出店数は、当初計画のとおり 138 で終了いたしました。当初の計画は 136 店舗でございました。

閉店につきましては、コロナ禍に伴う閉店が 17 店舗あったことなどで、計画 55 店舗に対して 75

店舗で終了いたしました。会社別、地域別の詳細は表のとおりとなります。 

資料のご説明は以上になりますが、1 点ご注意事項といいますか、最後に当社の当期決算日、2021

年 5 月 15 日は土曜日になっております。BS、キャッシュフロー計算書等におきましては、金融機

関休業日の影響が出ております。詳細につきましては、ホームページにアップしております決算補

足資料に記載をしておりますので、ご確認いただければと思います。 

以上、業績概要について、山崎よりご説明いたしました。 

続いて、当期の実績詳細・取り組みにつきまして、村上よりご説明申し上げます。 
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村上：それでは、ここから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。 

11 ページをご覧ください。売上高の前年比の推移でございます。 

ご覧のとおり、前半は高い伸びでしたが、第 3 四半期に入り、昨年の反動でマイナスとなりまし

た。 
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次ページをご覧ください。続きまして、売上分析の詳細になります。 

特に下期からですが、昨年の反動で客数は減、客単価、品単価、買上点数はプラスの傾向となりま

した。 

 

13 ページをご覧ください。有料レジ袋を除く品単価・買上点数の推移となります。 

これにつきましては、以前の説明会でご説明しておりますので、詳細については割愛をさせていた

だきます。 
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14 ページをご覧ください。地域別・会社別の売上状況でございます。 

前期は、事業会社の業績と地域別の売上前年同期比が、相関する 1 年となりました。具体的には、

資料右側の事業会社別の業績を見ていただければと思います。 

まず、ツルハですが、ツルハにつきましては、OTC、化粧品の構成比が高く、またインバウンド売

上の消滅等で、大変苦戦した 1 年となりました。 

続きまして、くすりの福太郎ですが、福太郎については、調剤比率が非常に高い事業会社でござい

ますので、コロナ禍の受診抑制による影響を最も受けた事業会社となりました。福太郎について

も、大変苦戦をした 1 年となりました。 

TGN、レデイ薬局、杏林堂薬局でございますが、この 3 社については、コロナ禍の巣篭り需要の

追い風等により、非常に好調に推移をした 1 年となりました。 

最後に、B&D でございますが、主要店舗の改装等により、売上の伸びがやや鈍化した 1 年となり

ました。 
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続きまして 15 ページ、お願いいたします。商品群別の実績となります。 

まずは好調カテゴリーですが、引き続き巣篭り需要の追い風の吹いた日用雑貨、食品についてはや

や落ち着いてきましたけれども、1 年を通じて高い伸びとなりました。 

一方、不振カテゴリーですが、OTC は感染予防の徹底によるかぜ薬等の不振で、非常に厳しい 1

年となりました。 

また、化粧品についても、足元基礎化粧品は回復傾向にあるものの、外出抑制、マスク着用等の要

因により、昨年対比で前年割れの実績となりました。調剤につきましては、次ページ以降でご説明

申し上げます。 



 
 

 

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 

13 
 

 

16 ページをお願いいたします。これにつきましては、イレブンを除く実績でございます。先ほど

ご説明した内容とほぼ同じ傾向となりますので、割愛をさせていただきます。 

 

17 ページをお願いいたします。調剤の実績でございます。 
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連結ベースで、前年対比 108.7%の調剤報酬額の実績となりました。先ほども少し触れましたが、

前半は受診抑制により、処方箋枚数が昨年対比で前年割れをするという傾向が続きましたが、よう

やく足元第 4 四半期に入り、通常どおりの数値に戻ってきております。 

 

詳細 18 ページです。処方箋枚数・単価の推移に移っていただきまして。 

ご覧のとおり、前半は処方箋枚数が前年割れ、一方で単価が非常に高いという傾向が続きました。

ようやく足元昨年対比で、処方箋枚数が前年を超えるという傾向になっております。 
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19 ページをお願いいたします。PB 商品の実績でございます。 

期初に、くらしリズムで SKU 数を 700 にするという目標を掲げましたが、740SKU という結果と

なって目標を達成することができました。この結果、PB の構成比は、昨年対比でプラス 0.3%増の

8.3%という結果となりました。順調に PB の浸透が進んでいると思っております。 

一方で、粗利率がやや低下したという結果になりましたけれども、これにつきましては、ご案内の

とおりです。かぜ薬・ドリンク等不振であったこと、それからマスクの粗利の低下等が原因として

挙げられます。 

加えて、ドラッグイレブンの PB の状況でございます。右下のほうに記載をさせていただいており

ます。非常に順調に、くらしリズムの導入を行っているところでございます。 

続きまして、2022 年 5 月期の業績予想、取り組みにつきまして、鶴羽社長よりご説明いたしま

す。ありがとうございました。 
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鶴羽：ここからは鶴羽より、2022 年 5 月期業績予想について説明をさせていただきます。よろし

くお願いいたします。 

21 ページ、ご覧ください。まず今期、期初より収益認識に関する会計基準を新たに適用するため

に、当該基準に基づいた予想となっております。 

2022 年 5 月期の通期計画になります。こちらの青い欄が実際の計画になりまして、赤い欄のとこ

ろは、収益認識基準変更前と比べた数字になります。 

まず、売上高 9,560 億円、収益認識基準変更前ベースの概算では、前年比 106.1%になります。売

上総利益 2,865 億円、前年比が 107.9%、販管費 2,353 億円、前年比 108.3%、営業利益 512 億

円、前年比 105.8%、親会社株主に帰属する当期純利益 282 億 8,000 万円、前年比が 107.6%でご

ざいます。 

こちらの収益認識基準の変更による主な影響といたしましては、委託販売やポイント付与がござい

ます。全体として当社グループでは、売上において約 2%程度の影響がございます。 
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次に、22 ページをお願いいたします。こちらは、上期と下期の計画の内訳になります。 

上期は、前年の巣篭もりの消費のハードルがございます。また、コロナによる経済の不安定がまだ

続くものと想定されております。 

一方で下期は、ワクチンの普及による今後の経済回復の期待感と併せて前年の不振影響の一巡が期

待されることなどで、下期高めの設定となっております。 

なお、既存店の売上は、通期でプラス 2.3%を見込んでおります。 
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23 ページをお願いします。出店・閉店計画でございます。 

今期は 158 店舗出店、閉店は 48 店舗を予定しております。純増は 110 店舗になります。例年より

多い出店を計画しております。 

出店地域はこちらの表にも書いているとおりですが、主に東北、北関東、あと中国、四国地方など

のドミナントをより強化という出店がメインとなっております。 

また、既存店の改装も今期 290 店舗を予定しております。 
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次のページをお願いいたします。ここからは、今期の 2022 年 5 月期の取り組み・方針について説

明させていただきます。 

25 ページをお願いします。こちらはまず、前期の取組みの振り返りになります。 

繰り返しになりますが、前期は新型コロナウイルスの影響が長期化する中、生活や消費の変化に対

応する店舗やサービスのあり方を追求してまいりました。 

その中で、デジタル戦略の推進として、主にスマートフォンのアプリ会員の獲得を強化してまいり

ました。アプリダウンロード数として、目標と掲げておりました 400 万人、こちらには、目標に

は届かず 350 万人強で前期は終了いたしました。 

ただ、獲得会員様の買上金額を伸ばすなどということができましたので、一定の効果は出せたと思

っております。 

また、前期にグループ入りをしましたドラッグイレブンの統合。精肉・青果の導入によります客数

の押上げ。PB のくらしリズムの開発・育成を行ってまいりました。 

今期も前期の取り組みの内容を引き続き継続、強化をしてまいります。 
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26 ページをお願いいたします。今期の取り組みの一つ目といたしまして、調剤の併設店舗の開局

推進、こちらも例年より多めの新規開局を、91 店舗予定しております。 

また、介護施設などから処方箋を応需するなど、在宅の推進も強化してまいります。 

また、引き続き調剤機器の導入やシステム化による業務効率、こちらのほうもあたってまいりま

す。 
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27 ページをお願いいたします。こちらは、参考資料として載せさせていただきました。ツルハグ

ループの過去 5 年間の調剤事業の概要になりますので、ご確認ください。 

現在は、売上構成比が全体に対しまして 10.1%、調剤店舗併設率は 28.2%となっております。 
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28 ページをお願いいたします。今期の取り組みといたしまして、引き続きデジタル戦略になりま

す。 

デジタルツールの導入・活用を通じまして、店舗業務の簡素化と接客機会の確保、さらには本部業

務の効率化を図ってまいります。 

今期からは、化粧品台帳をデジタル化いたしました。この化粧品台帳デジタル化によりまして、今

まではメーカー軸の台帳でしたが、顧客軸になりますので、今まで以上にお客様の購買情報に寄り

添った提案が可能になります。 

また、化粧品担当者不在時も、ほかのスタッフが接客応対をカバーしやすくなる環境をつくり出せ

ます。さらに、今まで台帳に手書きで書いていた集計内容が、データにより自動化で記入されます

ので、化粧品担当の大幅な業務削減が期待されます。 

また、株式会社ツルハで先行導入を既にしておりましたシフト作成支援システム、こちらを事業会

社への導入を今期よりスタートをしてまいります。 

 

29 ページ、お願いいたします。デジタル戦略の続きになります。 

アプリ会員、今期はダウンロード数を目標 700 万人といたしまして、さらなる会員登録の促進を

してまいります。スマホのアプリ会員になりますと、来店頻度は通常のポイントカード会員より
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1.5 倍になるというデータが出ております。また、購買金額が 110%伸びるというデータも出てい

ますので、今後も会員獲得を強化してまいります。 

また、前期から開始しております顧客データベースの構築を引き続き行いまして、それによる

1to1 によるマーケティング施策の試験実施を今期から開始をしていきたいと考えております。 

 

30 ページへお願いいたします。利便性向上への取り組みといたしまして、引き続き店舗のワンス

トップショッピングの対応を続けてまいります。 

引き続き、精肉・青果の導入で利便性を図ります。 

また、今期はさらに売場面積が大きい店舗には、100 均の売場を導入していきたいと考えておりま

す。こちらによる客数のアップ、購買数アップが狙いでございます。 

また、まだ一部の店舗で規模は小さいのですが、こちらの EC 商品の受け取り、またはデリバリー

の Wolt ですね、まだ、北海道のごく一部の店舗ですが導入実験を既に開始しております。ある程

度実験段階が終わりましたら、店舗を広げていく予定でございます。 
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31 ページ、お願いいたします。プライベートブランド商品の取り組みになります。 

グループのブランドであります、くらしリズム。こちらは開発目標としまして今期末、850SKU へ

の目標を組んでおります。前期比 114%になります。 

また、売上金額はこのくらしリズムと旧エムズワン、こちらのグループブランドの合算で 462 億

円の予算を立てております。こちらも前年比は 111%となります。 

なお、PB 全体では、売上高を 700 億円の目標とし、こちらは前年比 108%になりますが、いわゆ

る PB 売上構成比を今期は 8.5%、こちらを目指してまいります。 

また、ドラッグイレブンについてですが、今期も改装とスクラップ&ビルドによる既存店の活性化

を図ってまいります。イレブンの今期は、全面改装 10 店舗、スクラップ&ビルド 7 店舗の計画で

ございます。 

ドラッグイレブンは、今期から本格的に、今期を含めて約 3 年間で 60 店舗から 70 店舗の全面改

装およびスクラップ&ビルドの予定を立てております。あと 1、2 年は、全体の業績は少し踊り場

状態になると思いますが、既に直近で食品導入などを改装した店舗などは、効果が出始めておりま

すので、この改装・スクラップ＆ビルドが必ず業績に貢献していくものだと思っております。 

また、ドラッグイレブンは、秋にはポイントカード、あとアプリのフォーマットがグループ共通の

ものに移行しますので、より効果的な運営が見込まれると思っております。 
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32 ページをお願いいたします。こちらは、サステナビリティ推進の取り組みについて、ご報告を

いたします。 

当社も ESG 関連の取り組み、または情報開示の充実、こちらは重要事項と考えておりまして、今

回、ホームページに新しくサステナビリティのページを開設しましたことをご報告いたします。 
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33 ページをお願いいたします。 

考え方といたしましては、ツルハグループの経営理念であります、お客様の生活に豊かさと余裕を

提供しようと、この経営理念に基づきまして、事業活動を推進してきております。 

今後、企業としての責任を果たしていくために、事業を通じた地域社会へのさらなる貢献を図ると

ともに、社会と環境の様々な課題に向き合い、ステークホルダーの皆様と対話を通じまして、

SDGs の発展に貢献する企業を目指していく所存でございます。 

 

34 ページをお願いいたします。こちらはサステナビリティの直近の取り組みの事例でございま

す。 

店舗の省エネ化により、CO2 を削減しております。この削減枠を J-クレジット制度の活用によ

り、売却しております。 

また、今期からは、太陽光発電の設備の設置も開始いたします。 

また、この右側のほうですが、ガバナンス面でも当社は、監査等委員会設置会社への移行を予定し

ております。今後も、ガバナンス体制のさらなる充実を図ってまいります。 
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最後に、35 ページになります。 

こちらはいつも出しています 2024 年 5 月期中期目標として、売上高 1 兆円、店舗数 3,000 店舗に

向けまして、引き続き専門性・利便性の追求、ドミナント出店、PB 商品拡大、商品力の向上、グ

ループ組織力・収益力の強化、こちらを基本戦略といたしまして、今後も成長をしていきます。 

以上で、私からの説明を終わらせていただきます。ありがとうございました。 
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質疑応答 

 

山崎：それでは、質疑応答に移らせていただきます。では、お願いいたします。 

質問者 A：お世話になります。それでは、私の方から 3 点、お願いします。 

1 点目は、既存店のご予想についてです。今期の特に上期なのですけれども、巣篭りの反動減を乗

り越えて、増収を確保というところですけど。この考え方、もう少し教えていただけませんでしょ

うか。どういった商品でとか、客数、客単価の動きがどうなるとか、その根拠について教えてくだ

さい。これが 1 点目です。一問一答でよろしいですか。 

山崎：はい、ではお願いいたします。お答えします。 

鶴羽：はい、では鶴羽から、ご回答申し上げます。ご質問ありがとうございました。 

上期の反動減ですが、おっしゃる通り、コロナ商品はおそらく、われわれで言う上期、もしくは第

3 四半期の途中ぐらいまでマスクや消毒関係、あとはハンドソープなど、こういったものは反動を

受けることは予想されるのですが。 

そのマイナス分をやはり一巡しました化粧品ですね。化粧品がやはり一巡しましたので、前期より

はプラス要因になるというところと。 

あとは、引き続き、雑貨に関しましては大容量、プレミアム化、客単価の向上の施策を続けていく

ことと。あとは調剤もそうですね。調剤も一巡しましたので、こちらの方のカバーで、コロナ関係

の医療用品のマイナスは続きますが、カバーし切れるのではないかと考えております。 

質問者 A：ありがとうございます。2 点目については、粗利益率についてお尋ねします。 

第 4 クォーターは前年同期と比べると利益率が若干下がっておりますけれども、事業会社ツルハだ

けは前年同期と比べて上がっていると思いますので、ここについて、事業会社ツルハはこう、何が

起きているのかを教えてください、というのが 1 点目と。 

ご予想は、上期、下期ともに前年を上回る利益率の想定となっておりますので、第 4 クォーターま

では下がっていて、ここから反転していくわけなのですけども。その背景についても教えてくださ

い。お願いします。 

鶴羽：はい、第 4 クォーターのツルハが他の企業、事業会社に比べて粗利率が、ツルハはインバウ

ンド率がグループの中で一番比率が高いのと、あとは資生堂化粧品の構成比が高いと、いうところ
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の一巡。裏返しが少し落ち着いたところが、他社に比べて利益率に関しては回復したということだ

と思っております。あともう一つ、なんでしたか。 

質問者 A：計画について。 

山崎：計画ですね。計画の粗利率の上昇している点についてのお話でよろしいでしょうか。 

質問者 A：はい。ここまで連結で下がっているのですけども、その反転してくるのはなぜかってい

うところで、お願いします。 

鶴羽：今期の粗利率が伸びる要素ですね。あの、繰り返しになりますけど、やはり化粧品、調剤、

こちらの回復を見込んでおります。 

あとは、まだまだちょっとグループシナジーが出るところも含めまして。あとは販促ですね。販促

のコントロール。こういった要因で、昨年に比べて、むしろ粗利率としてはあまり下がる要素はな

く、回復傾向にあるという判断で計画を組ませていただきました。 

質問者 A：今、三つ挙げていただきましたけど、一番効果として大きいのは、この化粧品と調剤の

貢献と考えておけばよろしいでしょうか。 

鶴羽：はい、ええ。おっしゃる通りです。そう考えております。 

質問者 A：ありがとうございます。最後はですね、販管費の比率のところです。 

ツルハの子会社のところですが、シフトの支援システムの効果が出ているのだとご説明されたので

すが、ちょっと比率とかを見るとそういった形ではあまり見えないものですから。ちょっとこのあ

たりを詳しく教えてくださいということと。 

今期のご予想も、結構連結で 24.6 って、この水準は過去でいうと最高水準になっていますので。

そもそも何でこんなに比率が上がっていっているのかも含めて、今期のこのシステムの効果みたい

なのを、どういうふうに考えていらっしゃるのかを教えてください。 

村上：ご質問ありがとうございます。村上よりご説明申し上げます。 

まずは、販管費の比率に関しては、説明会の資料のところでもご説明申し上げましたけども、収益

認識基準の変更がございまして、これに伴うものが若干あるとご理解をいただければと思います。 

それで、人件費の主にコントロール、前期シフトコントロールの仕組みを入れたことの評価と、今

後についてなんですけども。 
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前期については、ツルハを中心に、ほぼ全店舗でこのシステム導入を行いまして、成果が出てきて

いる認識でございます。ですから、前期の人件費の伸び等についても、このシフトのシステムの効

果があったとの理解でおります。 

今期につきましては、この仕組みを他事業会社、レデイ薬局等、準備ができているところに順次投

入していくことと。それからツルハにつきましても、現場レベルでいろんなまた改善提案等出てき

ておりますので、そういうことを踏まえて、進化を遂げるということでございます。 

それで、数字上、今回の計画でやはり人件費等、販管費の伸びがということをご懸念かと思います

けども。今期やっぱり一番の要因は、新店が 110 店舗ということで鶴羽社長からもご説明あった

のですけども。この数年の中で少し高い新店を出すという影響は一番大きいということでございま

す。 

プラス、個別の人件費になりますと、前期と比べるとおそらく今回は最低賃金。去年はほぼ見送ら

れましたけども、最低賃金のおそらく改定が行われるところにつきましては、費用も予算の方を持

っているということでございます。以上でよろしいでしょうか。 

質問者 A：もし可能であれば、子会社ツルハのそのシフト支援システムの効果っていうのは、金額

でも人数でもなんでも結構なのですけれど、定量的にどれぐらいだったと考えておけばよろしいで

しょうか。 

村上：これ、直接的なところと、間接的なところございますので、なかなか全てを定量的には難し

いのですけども。前期の数値を見ますと、少なくとも数億円は、2 億、3 億レベルはまず出た認識

でございます。 

ですけども、さらにこのレベルを、シナジーを広げていこうというのが今年の段階かなと思ってお

りますので、これくらいの数字感かなと。さらにもう少し上を目指したいということでございま

す。よろしいでしょうか。 

質問者 A：了解しました。ありがとうございました。以上です。 

山崎：はい、ありがとうございます。続いて、お願いいたします。 

質問者 B：よろしくお願いします。 

最初に、この第 4 四半期をドラッグイレブン除く形で振り返っていただきたいのですけど。 

トップラインは思ったよりも、やっぱり反動は出たなという印象で。粗利率のところとか調剤とか

もいろいろ影響していますし。なんか経費も、なんとなくこう見ていると、去年、30 億の特別感
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謝金があったこととか考えると、もう少し抑えられたのではないかな、と思うところもあるのです

けど。 

ちょっと第 4 四半期、その通期の中でイレブンを除く形の業績をどう捉まえているか教えてくださ

い。これが、まず一つ目です。 

鶴羽：はい、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。 

イレブン除いた第 4 四半期ですが、おっしゃる通りなのですけれど、基本的には売上、粗利に関し

ては、結果修正予算より少しへこみましたので、少なかったのですが、大きく言えば、想定内と考

えております。 

ただ、今ご指摘ありましたように、経費の方ですね。こちらの方は、先ほども説明させていただき

ましたが、この在庫の評価減。やはりこのコロナによるいわゆる消毒ジェルやマスクなどの過剰な

在庫の評価減の影響。こちらが、当初予定していましたよりも少し、予定より大きく影響したとい

うこと。 

あとはキャッシュレス決済の費用ですね。こういった面の費用面が、おっしゃる通り、予定より増

えたという印象はご指摘の通りでございます。はい。 

質問者 B：わかりました。その中で、ちょっと来期に向けて、先ほどもいろいろ質問あったかと思

うのですが。 

こちらは、もう一度、売上の伸びに比べて、今期が経費の伸びもずいぶん高くなるような印象があ

るのですけど。 

これはあくまで、出店純増だけで、ここまで行くかなと思うところもあるわけなのですけど。こち

らはどう考えたらよろしいのでしょうか。 

本当にそれだけなのか。先ほど言っていた、調剤併設とか増やしていくので、薬剤師さんの採用と

かが増えていくこととかですね。ほかに何か経費面で考えておくべきことが、あれば教えてくださ

い。 

鶴羽：はい、そうですね。今おっしゃられた、やっぱり出店と人件費ということで。特別今期に予

定しています一過性の費用というものは、現在は含んでおりません。 

質問者 B：上下で見ますと、ちょうど 22 ページを見ているのですが。 
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上下で言うと、すごく上期の経費が収益基準変更前なので、上期が 12%ぐらい伸びて、でも下期

になると 5%ぐらいの伸びなのですが。こんなに凸凹が発生する要因って、何かあるのでしょう

か。 

村上：これ、村上より回答申し上げます。 

イレブンの連結時期が一番大きいです。ですから、前期は 3、3、5.5 という形で連結しましたの

で、上期は 3 カ月、下期に残りですね。ということで 8.5 カ月ですか、入りましたので、そこの差

が一番大きいことになります。 

質問者 B：ああ、なるほど。あと私から最後で、ちょっとこのスライドでも紹介あった、調剤部門

についてなんですけど。より併設を増やしていきたい。郊外型でたぶん、おそらく増やしていきた

いということだと思うのですけど。 

薬剤師さんの採用状況だとか、確認までなのですが、この第 4 クォーターで、今回の薬価の部分の

反映はこれ、仮粗利で入れていて、例えば戻りとかは、この新しい期に入ってくる理解でいいのか

どうか教えていただけますでしょうか。 

鶴羽：鶴羽よりご回答申し上げます。 

薬剤師さんの採用に関しましては、ここ数年、順調に採用が進むようになっております。ですの

で、以前に比べて薬剤師さん不足による、その理由で出店ができないという、ある意味弊害みたい

なものはなくなりつつあります。 

ただ、やはり地域性がございますので、首都圏をはじめとする、いわゆる都会にはある程度採用は

できるということですが。 

少し地方に回すことになると、ある意味調整が必要にはなるということですが。絶対人数的には出

店可能な採用ができるということです。 

あとは、薬価改定による上粗利の戻りは、今期に入る、今期中に入るということですね。以上で

す。 

質問者 B：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。続きまして、それでは、質問者 C 様、お願いいたします。 

質問者 C：はい、よろしくお願いします。 
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大きく 3 点、教えてください。1 点目はいつもの簡単な質問で、地域別の営業利益率を教えてくだ

さい。 

山崎：地域別の営業利益率は私、山崎からお伝えいたします。 

まず、ツルハの地域別で、新店を除く数値となります。 

北海道地区、北海道が前期 7.6、前期 20 年 5 月期が 7.6、21 年 5 月期が 8.3。 

東北が 20 年 5 月期 5.7、21 年 5 月期が 6.1。 

関東が 20 年 5 月期 5.8、21 年 5 月期が 6.1。 

中部・関西は 20 年 5 月期マイナス 1.1、21 年 5 月期はマイナス 5.3。 

その他、会社別の営業利益につきましては、補足資料に記載ありますので、ご覧いただければと思

います。よろしいでしょうか。 

質問者 C：はい、ありがとうございます。 

2 点目はちょっと質問が若干枝分かれするかもしれないのですが。 

今、ご説明のなかで今期出店をさらに積極化されたと、改装もかなりやられるということなので、

いろんな意味でグループ全体として、成長に向けて投資をしていくみたいなフェーズに入っていっ

ているような気がしているのですけども。その背景を教えていただきたいというのがまず、枝分か

れの一つ目なのですが。 

その一方で、当然効率化も同時に進めていらっしゃると思いますので、先ほどご説明いただいたデ

ジタル戦略や、そういったものが、サポートしてくればもっとグループ全体の規模を追求できます

っていうのが御社の、基本的な経営陣のみなさまの考え方だったと理解しているのですけども。 

要は、出店を加速する、あるいは改装を加速するといった成長戦略を組む背景と、それからそれの

裏を支えるデジタル戦略の進捗というのか、先ほどもご説明いただきましたが、もうちょっと大枠

のところで、最終形はないと思うのですけど。 

基幹システムを含めてあと 1、2 年ぐらいかかるのかなと思うのですが、その辺の進捗について

も、どうお考えになっていらっしゃるかというところを教えていただければと思います。よろしく

お願いします。 

鶴羽：ありがとうございます。そうですね、まあ、出店は今期から、今期 158 店舗、純増が 110

ということで、過去にはないぐらいの出店になります。 
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この背景といたしましては、もちろん競合との出店の兼ね合いで、やはりもともとわれわれのグル

ープの強いところですね。北海道もそうですけど、あと東北ですね、東北。あとは各事業会社のシ

ェアの高い中国地方や四国ですね。あとは、ちょうど競争が激しくなっている北関東。 

こういったところの出店を、やっぱり攻勢をかけていかないと、シェアをね。やっぱりシェアの取

り合いですから、小売業は。こちらの方を出店によって、シェアを上げていくという基本的な考え

方です。 

デジタルとの関係と言いますと、やはりツルハグループは店舗数が日本ドラッグのなかでは日本一

多いものですから、こういったもちろん、顧客も幅広いデータをとって、1to1 に繋げるのもあり

ますし。 

将来的には全国各地に散らばっている店舗数の多さを武器にできるような、EC との連携だとか、

店舗配送、店舗からの配送とか。店舗受け取りとか、こういったものをきちんと DX で関連付けて

やっていける将来像を描いております。以上になります。 

質問者 C：ありがとうございます。もし、管理系というか、管理サイドで何かコメントがあった

ら、村上さん、お願いします。 

村上：はい、よろしいですかね。では、少し補足させていただきます。 

今、社長が申し上げた大枠の戦略に則って、出店については加速すると。それに伴って、お客さん

目線で、やはりデジタルをどんどん、どんどん活用していくこととですね。 

加えまして、このデジタル戦略について、いわゆる私も含めたバックオフィス系の人間、それから

店舗での効率化について、デジタル。 

例えば、今日も少しご紹介ありましたけども、化粧品台帳をデジタル化することで。今まで紙の媒

体でやっていたもので、これをデジタルにすることによって店舗レベルでの当社のビューティを専

門とする従業員の時間効率が非常に上がると。こういうことを並行して進めていくことになろうか

と思います。 

それから売上、粗利の伸長と、販管費のコントロールをデジタルによってしていくということでご

ざいます。以上となります。 

質問者 C：ありがとうございます。最後 3 点目、ガバナンスについて。今回、ご発表があったの

で、そこについて、もう少し背景を教えていただきたいのですが。 
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監査等委員会設置会社への移行と、それから社外役員の選任基準というのをご公表されて、かなり

詳細に公表していただいたかと思うのですけども。ここら辺に、あともう一つ任意の指名委員会を

設置されたということだと思うのですが。 

このあたりの背景、どのような形で今の経営陣のみなさまの中で議論をされて、こういった形を選

ばれたのか。その辺の議論の中身を教えていただきたいというのがご質問です。よろしくお願いし

ます。 

鶴羽：はい、ありがとうございます。そうですね。こちらの監査等委員会設置会社への移行に関し

ましては、以前からも少し話は出ていたのですが。 

昨今のやはりガバナンス体制を整える上で、移行が必要ではないかと社内で議論いたしまして、変

更を予定しております。最終、株主総会での決議によることになりますが。 

それによって、取締役の監督機能と、あとは今後、執行役と。監督とこの執行を分離して、よりス

ピーディな、執行役によるスピーディな経営体制。これを実現させることが、そもそもの目的であ

りまして。これに向けていろいろ周りを、ガバナンス体制を整えている段階になります。 

村上：あと 1 点だけ補足させていただきます。 

今、社長が申し上げた通りで、いろいろコーポレートガバナンスコードの改定等、それから機関投

資家様からもいろいろ貴重なご意見を伺っているのですが。 

本質的には、この改革をすることが当社の成長に繋がるということで、今、改革を少し加速させて

いるところです。 

もう 1 点は、来年、東証の組み替えがございますので、この東証の組み替えが行われた際に、当然

そこに要求されるガバナンスのレベル、水準に、われわれとしても応えられるような体制を構築し

ていくということでございます。以上となります。 

質問者 C：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。 

申し訳ございません。ちょっとお時間が迫っていまして、最後のご質問とさせていただきます。 

質問者 D：ありがとうございます。いつも大変お世話になっております。補足で 3 点、お願いいた

します。 
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1 点目が、これまでもご説明、Q&A のあった経費についてです。前期実績を御社が出されていた

計画比で見ると、人件費も販促費も地代家賃も全部、計画以下に順調に止まっていまして、その他

のところだけが 25 億ぐらい上振れとなっておりまして。 

そこはキャッシュレス対応、店舗の原状回復、自家消費、寄付金がここに入っているという。そう

いったことでよろしいのでしょうか。 

あと、見通しもこのその他の部分が、前期相当伸びたのに、また 109 で伸びる計画になっており

まして、これもそのキャッシュレスの影響なのでしょうか。 

ちょっとこのその他の部分を中心に一つ、お願いいたします。それが経費について、1 問目です。 

村上：村上よりご説明申し上げます。 

今期、その他のところでやはり大きかったのは、キャッシュレスが少しわれわれの想定より伸びた

ということ。 

それから、コロナ禍で従業員が使用させていただいているマスクを支給しておりますので、それか

らお客様用のいわゆる手を洗う消毒液等ですね。 

これを、われわれとしては今、消耗品ということで、勘定科目に載せていただいているのですけれ

ども。こういうもの。それから、これはコロナ対策品ですね、等によるものがございました。 

来期ですけども、上期まではわれわれとしては、おそらくコロナ禍続くであろうと予測しておりま

すので、こういうものが続くと見ております。 

それと、キャッシュレスにつきましても、おそらくある一定の伸びをするという予想をしておりま

す。 

ちょっと遡りますけど、前期と今期の違いでいくと、その他のところでは、寄付金ですね。寄付金

を 2 億強、前期しておりますが、今期につきましては、寄付寄贈は前期並みの水準ではなくて、ほ

ぼ無いという前提で予算を組んでおります。 

今、の主なところはこういうところでございます。よろしいでしょうか。 

質問者 D：ちょっと確認なのですけど、そうすると計画比で増えた、25 億ぐらいあったのですけ

ど、イメージなのですけど、半分ぐらいがキャッシュレス。 

その次が自家消費、そういうようなイメージですか。インパクトの大きいところで言うと。 
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村上：ええと、インパクトの大きいところで、金額的にいきますとそうですね。キャッシュレス、

それから自家消費、そうですね。あと原状回復、ええ、そうですね。 

質問者 D：そんな順番ですね。 

村上：それで、あとはやはりちょっと廃棄等ですね。食品の比率も増えておりますので、そこが少

し想定より上回ったところもございます。 

質問者 D：はい、わかりました。ありがとうございます。2 点目もちょっと簡単な確認なのですけ

ど。 

既存店の改装のところで、生鮮・青果の導入を進められていると思うのですけど。前のご説明で、

そうするとなんか 5%ぐらい伸びが違うみたいなお話あったと思うのですけど。 

その既存店への効果ですね。まだ初年度で 105 ぐらい伸びのこのインパクトがあるのか。これ 2

年目とかになるともう無いと考えてよろしいでしょうか。あの、改装の部分、少しお願いします。 

村上：2 年目はまだちょっと。 

鶴羽：そうですね。まあ 105%ぐらい伸びると。1 店舗、生鮮入れたことによって平均的に精肉・

青果で月に 100 万ぐらい売れて、あとはそれに付随する日配とか加工食品が 110 から 120 ぐらい

伸びると。 

そして、全体の客数が伸びるわけですから、という計算でご説明してまいりました。 

2 年目に関しましては、少しちょっと今は手元に数字がないので、またお調べしてご回答申し上げ

ます。 

質問者 D：わかりました。ありがとうございます。最後 3 点目が、積極出店のところで補足でお願

いしたいのですけども。 

これ、御社のみならず、業界の大手ドラッグストアさん、みなさんものすごい積極出店をされてい

て、御社と特にウエルシアさん、スギさん、アオキさん、みなさんそうなのですけど。 

その状況を踏まえて、御社も積極出店していく中で、十分に採算が取れる物件は確保できそうなの

でしょうか。その採算という面でちょっと心配になってしまいますので、それが一つ。 

それから、あとドミナントエリアで強化していくお話があったので、そうすると既存の店舗にカニ

バリというか、自店間競合というか、影響出ると思うのですけども。 
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そのあたりはどういうふうに考えられているのか。その出店に伴う影響について、補足でお願いい

たします。 

鶴羽：はい、そうですね。ご指摘の通り、非常にドラッグは出店競争が激しいものですから。 

当然、ご指摘の通り、店出すだけなら誰でも出せますので、採算の取れる出店ということをもちろ

ん最大の条件として出店してまいりますが。 

商圏が、どんどん競合が増えると当然狭くなるものですから。まあ、これは私どもも何度も言って

いますように、小商圏に対応した店舗フォーマット。繰り返し来店してもらえるフォーマット。こ

ういった店舗づくりを伴っての出店だと思っております。 

ですので、先ほどお話がありました、生鮮も含めて、お客様の来店目的を増やすことも一緒に伴っ

ての出店ということになります。 

もちろん、競合に負けないよう、いい立地を店舗開発が努力をして見つけてくると。数合わせだけ

の出店はしないことは、きっちりお約束はしたいと思います。 

また、ドミナントによって既存店の影響ですが、これは常々言っていると思うのですが。 

ドミナントによって既存店がある程度、数字が少なくなるのは、それは仕様がないことであって。

われわれはこのエリアの塊で営業利益額がプラスになるか、ならないかという指標で出店をしてい

ますので。 

もちろん、多少、近くのお店は影響を受けますが、そのエリア全体で利益が出ているかどうかとい

う判断で、今後も出店を続けていきたいと思っております。以上、ご回答になります。 

質問者 D：はい、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。 

それでは、終了のお時間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。 

また、このウェビナー終了後に、今回の説明会に関するアンケート画面が表示されます。皆様から

のご意見を今後の参考にさせていただきたいと思いますので、ご協力のほど、よろしくお願いいた

します。 

以上をもちまして、株式会社ツルハホールディングス 2021 年 5 月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。 

一同：ありがとうございました。 
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［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 
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