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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 3 四半期決算説明会  

 

[決算期]  2021 年度 第 3 四半期  

 

[日程]   2022 年 3 月 22 日  

 

[ページ数]  42 

  

[時間]   15:30 – 16:31 

（合計：61 分、登壇：26 分、質疑応答：35 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） 
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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 3 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、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務めさ

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。 

村上：それでは、2022 年 5 月期第 3 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。 
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資料 3 ページをご覧ください。 

まずは決算のハイライトでございます。 

売上高 6,918 億円、営業利益 340 億円の第 3 四半期累計着地となりました。 

事業概況といたしましては、引き続き計画値に対して厳しい進捗の状況は続いており、前年対比で

は四半期ベースでの比較ですが、今期変更した新会計基準でも、ドラッグイレブンを除く既存事業

会社 6 社の売上高が前年対比で 100%を超えてきております。また、人件費につきましても、伸び

が縮小してきております。 

一方で、足元でございますが、世界的な原油高の影響で、電気料金の上昇が顕著になってきてお

り、費用増の要因となってきております。 

次に、トピックスといたしましては、今期重点施策となっております DX の取り組みとして、デジ

タル化粧品台帳の導入、データ活用型販促などの DX の販促を推進しております。 
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加えて、利便性向上の施策として、生鮮・100 均導入、新たなニーズへの対応として、E コマース

の推進を進めております。調剤に関しましても、今期も積極的に展開を進めており、今期末には調

剤店舗の構成比率が 30%に到達する見込みでございます。 

 

続きまして、業績の詳細となります。 

4 ページをご覧ください。 

売上高は前年対比 101.2%、売上総利益 103.7%、販管費 108.2%、営業利益 85.7%、当期純利益

83.8%の着地となりました。先ほど触れましたとおり、計画値に対しては厳しい状況でございます

が、前年対比では営業利益ベースで改善傾向にあります。 

なお、前期の同期にはドラッグイレブン 6 カ月分の業績、今期には同社の 9 カ月分の業績を含んで

おります。 

右側の図は、参考値として旧会計基準ベースの数字となります。ご参照ください。 
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5 ページをご覧ください。 

こちらは収益認識基準の変更による影響についてのサマリーとなります。 

既に前回の決算発表でも説明済みですので、割愛させていただきます。 
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6 ページをご覧ください。 

イレブンを除く既存 6 事業会社の累計の業績となります。 

記載のとおり、13 カ月既存店の前年売上高は、累計でマイナス 0.8%でございますが、第 3 四半期

ではマイナス 0.3%と、改善の傾向にございます。また、粗利も、上期に引き続き改善しておりま

す。 
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7 ページをご覧ください。 

次に、四半期ごとの業績推移となります。こちらにつきましては、ドラッグイレブンを除いた数値

でご説明いたしますので、8 ページをご覧ください。 
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ご覧のとおり、ドラッグイレブンを除く 6 社の数字でございますが、売上、売上総利益について

は、前年対比で改善傾向、販管費の伸長も抑制されつつあります。また、営業利益では、昨年対比

で 94.3%の水準と、前年の数値に近づきつつあります。 
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9 ページをお願いいたします。 

続きまして、販管費の詳細となります。 

人件費についてですが、累計で前年対比 107.1%ですが、四半期ベースでは前年対比 102.8%とコン

トロールされてきております。 

その他の経費につきましても同様に、累計で前年対比 117.2%でありますが、四半期ベースでは

111.9%と、同様の傾向となっております。 

特記事項といたしましては、水道光熱費が前年対比累計で約 9 億円、特に第 3 四半期で昨年対比

127%増の、5 億円のコストアップとなっております。また、電子マネーの手数料、減価償却費も

増加傾向にあります 
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10 ページをご覧ください。 

会社別の実績となります。個別の業績の詳細については割愛させていただきますけれども、事業会

社ごとで売上高、粗利の伸長に差が出てきております。 

これにつきましては、引き続き堅調な調剤事業、食品の構成比および苦戦が続いている OTC、制

度化粧品の構成比によって差が出ていると認識しております。 
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次ページをご覧ください。 

こちらにつきましては、先ほどと同じ資料でございますので、割愛させていただきます。 



 
 

 

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 

12 
 

 

12 ページをお願いいたします。 

13 カ月既存店の前年対比の推移でございます。 

直近の 2 月度は、前年対比 3.0%と、ようやく前年を超える数字となってまいりました。しかしな

がら、累計では前年対比マイナス 0.8%と、厳しい状況が続いております。 
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13 ページをお願いいたします。 

こちらは先ほどの既存店売上高を分解したものとなります。 

ご覧のとおり、客数減の傾向が徐々に回復してきております。 
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14 ページをお願いいたします。 

続きまして、会社別の出店・閉店・売上の状況でございます。 

出店については、出店時期が若干遅れる等の変更がありますが、ほぼ計画どおりに進捗しておりま

す。また、調剤の新規開局は累計で 62 店舗、既存店の改装は累計で 197 店舗となりました。 

会社別の 13 カ月既存店の売上高については、右の表に記載しております。先ほど、事業会社別の

業績でも触れましたとおり、カテゴリーの構成比等の要因によって、会社ごとの売上高の差が出て

きております。 
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15 ページをお願いいたします。 

こちらにつきましては、地域別の出店・閉店・売上の状況でございます。詳細は割愛いたします。 
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次ページをお願いいたします。 

続きまして、商品群別の実績でございます。 

まずは医薬品については、引き続き調剤が堅調で、OTC については、ワクチン接種用の解熱鎮痛

剤の需要あるものの、前年対比ではマイナスとなっております。 

化粧品につきましても、回復傾向にありますが、コロナ前の水準と比較して厳しい数値となってお

ります。 

日用雑貨については、昨年の巣ごもり需要の反動で、伸びが鈍化してきております。 

食品につきましては、調剤同様、冷食、酒類等、好調を維持し、堅調な推移をしております。 

その他についてですが、その他の内容ですが、健康食品、医療用品、育児用品が含まれます。この

カテゴリーですが、コロナ商材、体温計等、昨年の反動がございまして、昨年対比でマイナスとな

っております。 
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17 ページをお願いいたします。 

こちらも先ほど商品群別の内容となりますので、割愛いたします。 
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18 ページをお願いいたします。 

調剤部門の実績となります。 

調剤報酬額が前年対比 113.1%と、上期に続き堅調に伸長しております。また、粗利についても、

薬価改定の影響はあったものの、昨年の水準に近い数値となってきております。 

会社別の調剤店舗数は右の表のとおりでございます。ご参照ください。 
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19 ページをお願いいたします。 

前半の最後となりますが、PB の商品実績となります。 

PB につきましては、売上高は順調に推移しております。また、くらしリズムへのブランドスイッ

チも順調に推移しております。 

今期目標のくらしリズム、850SKU の目標につきましては、第 3 四半期に前倒しで達成いたしまし

た。これで前半部分の私からの説明を終わります。 

引き続き、取り組み・方針については、鶴羽社長よりご説明申し上げます。 

鶴羽：それでは、20 ページから、取り組み内容を、私、鶴羽より説明を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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21 ページになります。 

こちらは 2022 年 5 月期通期の、今期の計画になります。 

9 カ月を終えまして、通期計画のこの営業利益の目標達成まで、この残りの 4 クォーターで、実質

170 億円以上の実績が必要という結果となっております。 

これについては、過去の実績から見ましても、正直この水準は現段階では厳しく、困難とわれわれ

も判断しております。しかし、現段階では通期予想は変更なく、今回は据え置きにさせていただい

ております。 

まず、理由といたしまして、現状の予実差異の要因は、既に今村上の方から説明させていただいて

おりますとおり、医薬品や化粧品の回復がわれわれの想像以上に遅れたこと。または、特に第 2 四

半期にかけて、夏後半から冬にかけての季節商品の不振があります。また、第 3 四半期は、北日本

の極端な降雪、これにより客数減や除雪費の高騰、こういった要因などが挙げられます。 
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一方で、今期のプラス要因といたしましては、売上、粗利の伸びより販管費の伸びが前年では上回

っているという反省はあるものの、人件費およびその他販管費も当初の計画内には収まっておりま

すので、コントロールはできていると考えております。 

また、調剤の積極的な開局や、処方箋枚数の獲得などによります、いわゆるこの調剤事業の好調、

または PB 商品が予定以上に開発が進みまして、グループ各社に導入が進んだなど、こういったプ

ラス要因もございました。 

しかし今回、このタイミングで通期計画を修正しない理由といたしましては、今後の見通しの判断

を現段階で見通すのが非常に難しいというのが正直なところです。 

まず、コスト増の見通しが困難であること。この世界情勢の変化もあります。電気料金の高騰も、

既に第 3 クォーターでも影響がございますが、今後の第 4 クォーター以降の動向の見極めが非常に

難しいということと、さらに物流コストの費用の変化、こちらの見極めも非常に現段階では不透明

ということになります。 

あとは、相次ぐ仕入原価の上昇と値上げ、その影響に対して、われわれの方針としましては、基本

的には、粗利率のスライドで粗利率の影響は軽微であることという方針はありますが、相次ぐ値上

げによって、消費マインドの影響をどこまで見極めるべきかということの判断が非常に難しいとい

うこと。さらに、新型コロナウイルスの感染動向の見通し、こちらもなかなか読めないということ

です。 

非常に、繰り返しになりますけど、足元の状況を見ても、この第 4 クォーターで残りの大きな実績

を達成するというのは、非常に困難ではありますが、この未達成幅、いわゆる東証の上場規定にあ

たる開示義務の範囲内に収まるという判断で、今回修正は行わないという判断をさせていただきま

した。 

短期的には非常に苦しい状態が続きますが、先ほども挙げさせていただいております、調剤の拡大

や PB 商品の拡大、DX の取り組み、こういった中期的な手を今後も継続して続けていきたいと考

えております。 
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22 ページをお願いいたします。 

こちらは今期の出店と閉店の見通しになります。 

計画は出店が 158 店舗、閉店が 48 店舗でした。通期の見通しとしましては、出店は計画より 1 店

舗多い 159 店舗、閉店は、予定より 9 店舗多い 57 店舗になる予定でございます。 

閉店が大きく増えた理由といたしましては、ほぼドラッグイレブンの不採算店舗を新たに整理し

て、閉店させていただくというのが主な理由となります。 
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23 ページをお願いします。 

デジタル戦略になります。 

引き続き、アプリ会員の獲得に力を入れております。現在 570 万ダウンロードです。今期末 700

万ダウンロードの目標に向けて、促進をしてまいります。 

また、1to1 マーケティング施策のためにデータベースを構築してまいりました。直近来店日や来

店頻度から分類で区分けいたしまして、来店頻度が今落ちているお客様、または会員から離反のあ

る可能性のあるお客様に対して来店を促進すると、こういった手法を現在スタートさせておりま

す。 

こういったさまざまな実証実験から、今後もアプリ会員の来店頻度、購入金額の伸長がこちらに載

っているグラフのように見えてきましたので、進めていきたいと考えております。 
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24 ページになります。 

こちらは、デジタル化粧品台帳について、以前からご説明しているとおり、今期から導入を開始し

ております。 

現在は、1,400 店舗に導入が進みました。こちらは化粧品の業務効率化による、いわゆる接客時間

の創出を実現いたしまして、新会員の獲得と売上増につなげてまいります。 

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に

なっております。データ化によるお客様情報が、現在全店で、他の店舗でも分かるようになりまし

たので、他店でもきめ細かい対応が可能となっております。 

また一方、シフト作成支援システム、こちらはツルハとレディの全店には導入済みでございます。

続いて、福太郎、イレブンに導入を進めることになります。こちらは、シフトの作成時間の短縮、

残業時間やパート、アルバイトさんの勤務時間の適正化、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、こういった効果を出してまいります。 
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25 ページをお願いします。 

お客様の利便性向上のために精肉・青果の導入、または 100 円均一の導入を今期も進めてまいり

ました。それぞれの導入店舗は、導入後、客数が大体 105 から 110 ぐらい伸びております。 

また、今後多様化する購買スタイルの対応といたしまして、いわゆる BOPIS の実験導入です。ネ

ットで注文して、店舗に来店して、すぐに駐車場などで受け取る BOPIS の実験導入や、Wolt と

か、Uber とかの配送サービス、こういったものも一部の店舗で対応を開始しております。 
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26 ページをお願いします。 

プライベートブランド商品の戦略になります。 

くらしリズム、グループのブランド、こちらは 850SKU の目標に対して、現在 876SKU 開発済み

でございます。 

PB の売上目標は、通期で 700 億円というのも現在順調に推移しております。今期は、日清さんや

カゴメさんといった食品大手メーカーとの PB 商品の開発も進みました。今後も食品メーカーの共

同開発も積極的に進めてまいりますし、当社グループの管理栄養士が監修した商品など、付加価値

のある商品をつくっていきたいと思っております。 

右の調剤の推進に関しましては、もともとの今期の計画が 91 店舗の開局の予定でした。現在、3

クォーター終了で 62 店舗と開局が進んでおります。結果、91 店舗の開局の予定でしたが、通期

95 店舗と、4 店舗ほど上振れる開局の結果で終わる見込みでございます。これによって、調剤店

舗比率が 30%を超える、30.3%になると思います。 
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27 ページをお願いします。 

サステナビリティ推進への取り組みです。 

昨年 9 月に、マテリアリティを決議いたしまして、リリースさせていただいている内容になりま

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』、これを軸にサステナビリ

ティ推進への取り組みを行っております。現在、ホームページも昨年から開設いたしまして、英語

対応も現在は完了しました。 

現在は、ESG 推進プロジェクトを社内で立ち上げまして、必要な KPI に関して議論を開始してお

ります。KPI が決まりましたら、速やかに開示をさせていただく予定です。 

また、経営幹部に向けて毎月セミナーを開催するなど、社内でも意識向上に取り組んでおります。 
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28 ページをお願いします。 

こちらは、直近の ESG の関連のトピックスを記載しております。 

ホワイト物流推進への賛同、調剤薬局での PCR 検査や抗原検査、これらの無料実施への参画など

を行っております。 
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29 ページをお願いします。 

最後になりますが、現在の中期計画 2024 年 5 月期、売上高 1 兆円、店舗数 3,000 店舗、こちらに

向けて、経営努力してまいります。 

また、以前からご報告しているとおり、今期末の決算発表時、今年の 6 月になると思いますが、こ

ちらめどに、新しい新中期計画を公表できるよう、現在作成中であることもご報告をさせていただ

きます。 

以上で、鶴羽より説明を終わります。 

ありがとうございました。 
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質疑応答 

 

山崎 [M]：それでは、質疑応答に移らせていただきます。 

質疑応答は、Zoom の手を挙げる機能を利用いたします。指名された方はミュートを解除の上、ご

質問をお話しください。 

高橋様、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。大きく 3 点ご質問させてください。 

一つ目、いつもの質問です。ツルハの地域別の営業利益率と既存店を教えてください。 

あと二つ、鶴羽社長と村上さんにご質問させていただきたいのですが。足元、売上が厳しいと、な

かなか回復が思ったほど進んでいないというのはご説明いただいたのですが。例えば薬、化粧品、

それぞれ要因が違うのかもしれないんですが、マーケット要因なのか、それとも御社独自で何か反

省するというか、何かあったら教えてください。 

ここから先、売上の回復を、ハードルはどんどん下がっていくと思うのですが、どんなふうにここ

ら辺をご覧になっているかということを教えていただければと思います。これが二つ目です。 

最後 3 点目ですが、差し支えなければで結構ですけれども。今度、6 月に発表予定の中期計画に関

して、今、経営トップの間でどんな辺りを議論されていらっしゃるのか。例えば KPI の置き方な

のか、ガバナンスなのか、いろいろなことを議論されていると思うのですけども、どんな辺りに今

力点を置いて議論されているのか。特に 3 カ月前と比べても、外部環境が変わっていると思います

ので、そこら辺を差し支えない範囲で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。 

鶴羽 [M]：ありがとうございます。それではまず、地域別の数字に関しては、山崎から説明しま

す。 

山崎 [A]：ツルハの地区別で、新店を除く店舗、店舗段階の、いつもお話ししている数字になりま

す。北海道、前期 8.6%、当期 7.7%。東北、前期 5.9%、当期 4.9%。関東、前期 5.2%、当期

3.7%。中部・関西、前期マイナス 5.7%、当期マイナス 4.5%改善しております。以上になります。 

鶴羽 [A]：それでは、2 点目の質問を鶴羽から回答させていただきます。 
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現状、足元は厳しい状態が続いておりますが、医薬品に関しましては、市場動向と、大体われわれ

も似た傾向があるかなとは思っております。いわゆる風邪薬が、少し年が明けて戻ってきている傾

向があるのですけど、年末年始等は回復が悪かったと。あとは、花粉の飛び具合によって、多少数

字の前後があるというところだと思っております。 

化粧品に関しましては、特にツルハは制度化粧品の構成比が非常に高いものですから、こちらでは

少し市場に比べて、特に制度化粧品の基礎化粧品は踏ん張っているのですけど、制度化粧品のメー

クのほうが、いわゆる市場ではブランドスイッチが起こっているということですので、そちらで制

度化粧品の構成比が高いツルハに関しては、少し回復、落ち込みが大きかったというところはござ

います。 

ただ一方で、化粧品の今後の展望といたしまして、基礎化粧品に関しましては、いわゆるプレミア

ム線、高付加価値のものが逆に二極端になって、いいものと安いものと二極端になっている傾向が

ありますので、われわれが日頃推奨しているブランドに軸を置いていけば、コロナの回復次第とい

うのもありますけど、回復傾向は、むしろ伸びしろは持っているかなと感じております。 

三つ目のご質問に関して、中期計画を今議論していますが、こちらはいろいろな世の中の変化が激

しい中で、われわれの中期計画も、今までは店舗数と売上高ぐらいしか公表できるものがありませ

んでしたので、いろいろと多方面の要因から中期計画をつくろうというところから始まりまして。

主に今議論していますのは、当然、成長ドライバーとして何を戦略と持っていくかというところで

す。 

既に何回も言っているとおり、調剤に関しましては、われわれまだ併設率が 30%そこそこしかあ

りませんので、ここはある意味伸びしろといたしまして、成長ドライバーとして調剤を強化してい

くと。 

あと、DX、プライベートブランド商品は、こういったものを軸に、どういう成長戦略を今後して

いくかというところを社内で主に議論をしております。 

もちろん財務的な指標と株主還元に関する指標、こちらも可能な限り開示できる内容を公表したい

という形で現在議論を進めております。以上、ご回答になります。 

質問者 A[Q]：ありがとうございます。1 点だけ、すみません、二つ目の販売状況について確認を

させていただきたいのですが。先ほどのお話の中で、値上げが相次いで消費者マインドが下がって

いくと。御社の場合、粗利に対しての影響は今のところ、そんなに大きくないという話があったか
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と思うのですが、ここから先、販売基調を改善させるために、例えば価格戦略を強化するとか、そ

ういったところのお考えはありますでしょうか。 

鶴羽 [A]：ありがとうございます。価格戦略については、いろいろと地域柄と競合関係が複雑に、

各地域で違うものですから、回答としてはそちらをよく見てというお答えにどうしてもなってしま

うのですが。 

もちろん当然、今後値上げの要請がある中で、数量が特に売れるものとかは客数にそのまま直結し

ますので、そこの値上げはある程度われわれで値上げをしないで踏ん張ったとしても、違うところ

で値上げをさせてもらって、粗利ミックスをしていくと。 

こういったものを地域ごとに丁寧にやっていって、粗利率は基本的に維持したまま、客数が落ちな

いように工夫していくと、こういった戦略になると思っております。 

質問者 A [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。 

続いてのご質問者様、今おつなぎします。お願いいたします。 

質問者 B [Q]：よろしくお願いします。すみません、大きく 2 点ありまして。 

先ほど、最初のご説明の中で、人件費の伸び方というのが少しマイルドになってきて、その部分、

販管費のコントロールができるようになってきたということだったのですけれども。先ほどのご説

明の中にも含まれておると思うのですが、少しこの辺り、どういう点が奏功してきていらっしゃる

のかというところについて、ご解説をいただければと思います。これが 1 点になります。 

もう 1 点目は、出店に関する考え方をあらためて確認させていただければと思います。ここから

先、今、全体的に売上等は厳しい中での出店でもあると思うのですけれども、この辺りですとか。

あと、競合を含めた出店の環境といいますか、この辺り、出店についてここから先の考え方を教え

ていただければと思います。以上 2 点です。 

鶴羽 [M]：ありがとうございます。人件費は、村上から説明します。 

村上 [A]：村上よりご説明申し上げます。人件費については、二つ要因があると考えております。

1 点目は、これはもう一昨年から進めております、システムによる人件費の管理。われわれとして

は、シフト作成システムを、ツルハをはじめとして今、導入を進めております。ここは一定の効果

をある程度を表してきたのかなという点。 
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それから、もう 1 点が、やはり今、売上、粗利が、われわれが想定していた計画より少し弱いとい

う状況でございますので、さらに現場レベルでも、効率化、それから無駄なことをしないというこ

とがやはり徹底できてきているのかなということで、昨年対比の人件費の伸びが低くなっていると

いうことだと考えております。 

鶴羽 [A]：それでは出店について、鶴羽よりお答えいたします。 

出店の考え方といたしましては、以前からご指摘があるとおり、非常にこの人口減の中、どこまで

出店するのだという話もありますけど、現在も優先的に進めていますのは、まずスクラップ・アン

ド・ビルドです。古くて小型の店を大型化していくと、こちらは比較的順調に成果が上げやすいと

いうことになっていますので、スクラップ・アンド・ビルドを中心にやっていくのですが。 

われわれは非常に郊外型の店舗が比較的多いものですから、人口減の地域もある中、一方で小商圏

モデルとして、やはりまだまだやりようは残されているのかなと考えております。 

いわゆるどこの業態から、どのカテゴリーをわれわれが奪っていくのかという考え方にはなると思

いますけど。調剤併設ももちろんのこと、このラインロビング、食品もやっていますけど、そこの

小商圏モデルとフォーマットと一体になって出店していかないと、確かにオーバーストアの時代で

すので、そちらをまだよく吟味して計画をしていきたいと考えております。 

ですので、お答えといたしましては、現段階では出店ペースというのは、大きくは変えないという

お答えになります。以上です。 

質問者 B[Q]：分かりました。ありがとうございました。1 点目の人件費、販管費のところですけ

れども、これは、これから例えば来期ですとか、その先に向けても、こういう効果はさらに出てく

ると考えておいてよろしいでしょうか。 

村上 [A]：人件費については、引き続きコントロールをしてまいりますので、徐々に効果が出てく

ると。一方で、販管費全体については、少し触れましたけども、光熱費等、コントロールできない

ものが上昇基調にありますので、そういうものが吸収できるように、経営努力によって効率化でき

るようなものについては、効率化を引き続いて行っていくということでございます。 

質問者 B [M]：分かりました。詳細にありがとうございます。以上で大丈夫です。 

山崎 [M]：ありがとうございます。 

続きまして、質問者がいらっしゃいますので、お願いします。 

質問者 C [Q]：お世話になります。私から何点かあるのですが。 
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一つ目が、いろいろな原材料のコストも上がって、もう既に食品とかは値上げなどの動きがあっ

て、雑貨系もそうですが。特にこの食品とか雑貨に限ったところで言うと、先ほどの鶴羽さんのコ

メントだと、上げるものはそれぞれ地域の競合の値段を見ながら、上げるものを上げて、上げない

ものは上げないということもあるけど、全体の粗利ミックスのバランスを見てということだと、大

まかには、基本ある程度転嫁していくという方向だと思うのですけど。そういう基本方針であらた

めていいのかというところと。 

あと、この後、来期になっていくと、もう一段ということの必要性も出てくるかと思うのですが、

これについてどうお考えかというのを教えてください。これが一つ目です。 

鶴羽 [A]：そうですね、基本方針としては、粗利ミックスによって粗利率を大きく下げることなく

やっていく方針です。ですので、大きくここに来て、ディスカウント色を出して、何千品、何百品

値下げというようなことではなく、各地域のバランスを見ながらということになります。 

第 2 弾の値上げがどの段階がどうだというのは、正直まだ分からない部分があります。と申します

のは、実際、既に値上がりが始まっているものもありますし、まだ 4 月とか 6 月とかに値上げと、

報道だけ先にやっているけど、実際まだ上がっていないものとかも現在ありますので、そこの状況

を見て、またさらに、もし輪をかけて上がるようになると、そのときの判断ということになりま

す。以上でいいでしょうか。 

質問者 C [Q]：ありがとうございます。二つ目が調剤事業についてです。今回、診療報酬の改定の

内容も発表されて、今まで見たことないような、門前のチェーンにとっては比較的良かった改定に

なるかと思うのですが。御社って二つ、福太郎の側面と、面分業という側面を抱えているのですけ

ど。これの、例えば第 4 四半期なり来期への影響の仕方、技術料部分だけでも結構ですし、薬剤を

含めて、もしお話しできるのだったら、その部分も含めて、この改定影響みたいなところについて

教えていただけますでしょうか。これが二つ目です。 

鶴羽 [A]：ありがとうございます。改定影響は、われわれは確かに門前の比率も、他社のドラッグ

ストアの併設の強いところ、名前を出すと、スギさんとか、ウエルシアさんに比べて、門前率もあ

るはあるのですけど、やはり併設の割合が全体的には当然多いわけですから、改定の影響はやはり

それなりにございます。 

ただ、数字は詳しくは今精査中でございますが、今後、いわゆる現在も続けております処方箋枚数

の増加、もちろん既存店もそうですし、開局して新店を出してくのも含めて、処方箋枚数の増加。

あとは、まだ取り切れていない加算、地域支援体制加算を含めたこういった加算。あとは、これも

開けてみないと分からないですけど、リフィルの導入によって、例えば営業時間の変更とか、土日
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の開局、こういった努力によってある程度カバーできるものと。影響がありますけど、カバーでき

る見込みは大体見通しは立っていると、こういった回答になります。 

質問者 C[Q]：技術料部分に関しては、もちろん、例えば面分業に関しては基本料が下がると思う

のですけど、御社としては、例えば地域支援体制加算のプラスだとかジェネリックのプラスの部分

だとか、薬歴管理の部分もあるかと思います。こういったところをまとめて言うと、技術料はそん

なに下がらないという見方なのか、いや、そのまま出ちゃうよという見方なのか、そこら辺はいか

がですか。 

村上 [A]：村上から回答いたします。詳細な数字は、今まだ精査中ですので申し上げられないので

すけれども。技術料だけで絞って言うと、プラスマイナスでいくと、マイナスになると思います。

ただし、マイナスの幅をできるだけ小さくする経営努力と、先ほど社長からもお話がありましたけ

れども、全体のグロスをアップさせることによって、ある程度、われわれとしてもカバーできる範

囲だと判断しております。 

質問者 C [Q]：最後に、これは最初の質問でもよかったかもしれないですけど、これは累計での、

大体会社計画に対して売上がどれぐらい足りないとか、粗利でこうだとか、営業利益がこれぐらい

足りないという数字が、厳しいのは見たら分かるのですけど、何かそのイメージ感をいただけます

か。 

鶴羽 [A]：大変申し訳ないですけど、修正をしていない限り、こちらで口頭で言うと、そちらが独

り歩きしても困りますので、ちょっと数字の内容は控えさせていただきます。直近の足元を見る

と、計画比はきついですけど、前年に対しては、大体同等ぐらいの回復で今、来ているというとこ

ろになります。 

質問者 C [M]：ありがとうございます。 

山崎 [M]：ありがとうございます。 

続いてのご質問者様におつなぎいたします。 

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

的なところの確認を含めて 3 点お願いしたいんですが。 

1 点目は、粗利益率の実績の部分で、3Q だけを見ると同じ基準で見て、前年比で 1%ぐらい改善し

ているかなと思うのですけども。これは、半分ぐらいは前年度に衛生用品とかマスクの関係で、す

ごい粗利が下がっていて、そこの反動増みたいなのが大きかったというようなことでよろしいでし
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ょうか。その他、何か粗利のところで、化粧品とかも上がっていると思うのですけれども、少し内

訳について教えて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。鶴羽よりご回答申し上げます。 

前年の反応もありますけど、調剤自体の粗利率は少し減っている感じになっていますが、全体の粗

利率を押し上げているというのは、調剤が貢献しているのと。あと、医薬品の、多少風邪薬等が最

後の最後に少し戻ってきた粗利改善がございます。 

あとは、グループでのもう 1 回仕入れの見直しと、こういったシナジー効果も多少はあると思いま

すけど、主にそういった要因です。 

質問者 D [Q]：なるほど。グループの仕入れの見直しは、いろいろなカテゴリーが出ているのです

か。化粧品が特に大きい感じですか。 

鶴羽 [A]：いえ、満遍なくです。 

質問者 D [Q]：満遍なくですね。なるほど。分かりました。ありがとうございます。 

先ほどの説明の中で、水道光熱費のお話があったと思うのですけれども、これは御社の水道光熱費

を全体的に見て、例えば販管費の中で、何%ぐらいあるとか、今期の計画、22 年 5 月期の内部計

画に対してどのくらい上振れたとか、今のペースでいくと来期はどのぐらい増えそうだとか、原油

価格に絡むところなので難しいかもしれませんけれども、水道光熱費増加の影響について少し補足

いただければと思います。 

村上 [A]：村上よりご回答申し上げます。数値自身は開示しておりませんので、概算の数字でご説

明申し上げます。 

水道光熱費が、売上の 1%をちょっと超えるぐらいの数字です。ですから、現状でいきますと約 70

億円ぐらいが、この 3Q でいくと水道光熱費の金額でございます。 

このうち、ほぼ大半が電気代となっております。これに対して、これも先ほど少し触れたと思いま

すけども、累計で約 9 億円が昨対でプラスになっていると。これが 3Q のところだけで 5 億円ぐら

いプラスになっているということでございますので。着地で、恐らく 10%後半ぐらいの着地にな

るのかなと、110%後半と見ております。 

これは、いろいろと電力会社さんごとに契約の形態がいろいろまちまちですので、個別に交渉、4

月の段階でまた改定だったりとか、あとは 3 カ月ごとに原油の価格によって電気料金がスライドを
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したりとかということでございますので、来期に向けて、今後の動向を見極めていくということに

なると思います。 

質問者 D [Q]：分かりました。ありがとうございます。最後、先ほどの診療報酬改定と、来期の少

し展望というところで併せてお願いしたいのですが。 

まず確認で、御社のグループの処方箋の枚数は、今期通期で見たら大体 1,000 万枚ぐらいの規模に

なるかなと思うのですが。イメージで結構ですけど、内 7 割、8 割ぐらいは基本料 42 点をもらっ

ていたというイメージで、まずよろしいでしょうか。 

鶴羽 [A]：そうですね、大体そのぐらいです。 

質問者 D [Q]：そんなイメージですね。分かりました。そうすると、そこが 10 点下がるという

と、やはり 10 億円まではいかないけど、それに近いぐらいのマイナスになってちょっと厳しいか

なという感じで。それと同時に今、いろいろあったコストアップの要因、需要もちょっと厳しいと

いうところだと思うのですけれども。 

その中で、今までのように増益を続けていくというのも、なかなか簡単ではないような気がするの

ですが、御社としては調剤部門の強化、DX によるいろいろな販促の効率化とか、PB による粗利

改善、これで既存店もプラスにしていって、粗利益率もちょっと上げて、増益を目指していきたい

というような、来期以降の展望の組み立てのところですけど。詳細じゃなくて結構ですが、今のお

考えになっている部分、少し教えていただければと思います。 

鶴羽 [A]：ありがとうございます。今おっしゃったとおり、調剤基本料の割合が大体 8 割ぐらいご

ざいますが、ここはきついはきついんですけど、よその調剤が強い薬局に比べると、この割合はそ

んなに高くないということになります。 

それと、後発医薬品のなくなる部分ですか、75%がなくなるということですが、後発医薬品に関し

ては、ツルハホールディングスは結構損の割合が高いので、影響はありますが、他社と比べて、ま

だそうでもないというところの部分と。 

先ほどからお話が出ています、正直まだ加算が取り切れていないところもありますので、そこと処

方箋枚数の増加、こういったものでカバーできるものと考えております。そういった方針です。 

質問者 D [Q]：なるほど。ちなみに今、加算をもらっているところは非常に比率としては低いと、

処方箋の中で。数パーセントとか、そういうイメージでしょうか。 
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鶴羽 [A]：そうですね。いわゆる地域支援体制加算とかは、まだ全体の 10%にも満たないぐらいの

割合ですので。正直ここが遅れていたと言えば遅れていたのですが、まだ取れるところでもあると

考えております。 

質問者 D [M]：なるほど。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、ご質問者様におつなぎします。どうぞ。 

質問者 E [Q]：ご指名ありがとうございます。私も調剤部門のところについて、重ねてお話を伺い

たいと思っております。 

今回の報酬改定で基本料が強制的に引き下げられると。あと調剤の基本料が 1 でなくなるならば、

地域支援体制加算もかなり取りにくくなるのかなと思っております。 

そういった状況下で、調剤のチェーンさんとかに話を聞いていると、今まで調剤のチェーンに厳し

かったと。今はドラッグが儲かっているというところで、今後はここからも、取れるところから取

っていくスタイル、ドラッグが今後ちょっと厳しくなるのではないかという見方も聞いたりしてお

ります。 

そういうような市場環境の中で、今、御社は調剤併設強化ということを打ち出されていますけれど

も、今後もこれを続けていけるのか。 

先ほど、地域支援体制加算が取れるのではないかというお話でしたけれども、調剤基本料が 1 から

引き下げられると、かなり地域支援体制加算を取るのも難しくなると思うのですが、どう取ってい

くか、戦略があるなら教えてください。お願いいたします。 

鶴羽 [A]：ありがとうございます。おっしゃるとおりで、地域支援体制加算の、いわゆるこのハー

ドルが非常に高くなると聞いております。9 項目中 8 項目ぐらいをクリアしないと、いわゆる 39

点が取れないと聞いております。 

一方で、3 項目をクリアすると、低いハードルをクリアして 17 点もらえると、こういったのもあ

るそうです。当然、高い点数が取れるのがいいには越したことはないんですけど、まずはこの低い

ハードルという言い方もちょっとあれですけど、下のランクできっちり取れるものを取っていくと

いう方針になっていくと思います。 

調剤に関しましては、もちろんこれからの改定で、収益性、利益率は減っていく傾向にあるのは今

に始まったことではありませんので、それでもやはりこのリアルでお客さんが来てくれるという、
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今はまだそういう状況ですので、そういったメリットと、全体の利益率の中では、われわれのカテ

ゴリーの中では調剤が下がるにしても、まだ高いというところを見ると、非常に重要な成長のドラ

イバーということはまず続くのではないかと判断しております。以上です。 

質問者 E [Q]：分かりました。今の時点では、ラインロビングの一つとして、調剤はまだ有望なラ

インロビングの一つであると、今は考えていらっしゃるという段階であるというところですか。 

鶴羽 [A]：当然、調剤市場もドラッグと同じぐらい、8 兆円市場かな、あるはずですので。そこの

パイの取り合いということにはなるのでしょうけど、やはりまだまだ、われわれが取り切れていな

いカテゴリーというか部分だと思いますので、そちら伸びしろというのは、われわれにとっては大

きな期待として見込んでおります。 

質問者 E [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。まだお手を挙げていらっしゃる方がいらっしゃいますが、申

し訳ございません、お時間がまいりましたので、こちらで最後とさせていただきます。 

それでは、こちらで説明会を終了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 3 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。 

鶴羽 [M]：ありがとうございました 

村上 [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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