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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]  2023 年 5 月期 第 1 四半期決算説明会  

 

[決算期]  2022 年度 第 1 四半期  

 

[日程]   2022 年 9 月 20 日  

 

[ページ数]  30 

  

[時間]   15:30 – 16:28 

（合計：58 分、登壇：18 分、質疑応答：40 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、2023 年 5

月期第 1 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いたします。はじ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：それでは業績の概要につきまして、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。 
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説明会資料の 3 ページをご覧ください。 

売上高 2,431 億円、前年対比 103.2%。営業利益高 133 億円、前年対比 103.3%。売上高、営業利

益とも前年を超える着地となりました。 

事業の概況ですが、売上については当期の初月である 6 月度はやや苦戦いたしましたが、7 月度に

入り季節品が動き出し、一般化粧品、制汗剤などの男性用化粧品の売上が堅調だったことに加え、

コロナ第 7 波の影響で PCR 検査、抗原検査キットおよびマスク、総合感冒薬などのコロナ関連商

材が好調だったことにより、伸長いたしました。 

粗利につきましては医薬品の伸長、日用雑貨の JBP への取り組み、またプライベートブランド商

品の拡充などで、粗利率は 0.5%改善いたしました。 

販管費につきましては計画値を下回る進捗ではございましたが、水光熱費の高騰で販管費率が

0.4%上昇いたしました。 
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4 ページをご覧ください。売上高ほか、各項目の数値および前年対比は、ご覧の数値のとおりで

す。 

当期純利益が前年対比 99.5%となっておりますが、これはレデイ薬局、杏林堂、ドラッグイレブン

3 社が、非支配株主に帰属する当期純利益の伸び率が高かったためです。 
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5 ページをご覧ください。販管費の内訳です。 

まず人件費については、コロナ禍で従業員の陽性者、濃厚接触者の出勤規制等により時間外手当が

増えましたが、トータルの人件費としては前年対比 101.4%と伸びを抑制できております。 

また、販売促進費につきましては、チラシ販促を強化したことなどにより、やや高い伸び率となり

ました。 

その他の経費ですが、特記事項として、水道光熱費についてはほぼ社内の計画どおりの数値ではご

ざいましたが、前年対比で約 9 億円、伸び率で 140%を超える高い伸長となっております。また新

店、改装、システム投資により減価償却費も増加しております 

 

続いて、事業会社別の業績となります。6 ページをご覧ください。 

まず、ツルハについては、チラシ販促の強化等により、売上、粗利が回復傾向にあります。 

福太郎ですが、調剤比率が高いこともあり、4 月の診療報酬改定の影響、また OTC 部門の回復の

遅れにより、収益性が悪化しております。 

TGN、レデイ薬局、杏林堂については、引き続き堅調な業績で推移しております。 

ビー・アンド・ディー、ドラッグイレブンですが、売上は苦戦しているものの不採算店の閉店、粗

利率の改善、経費抑制により収益性は改善いたしました。 
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続いて 13 カ月既存店の売上高、前年比の推移でございます。7 ページをご覧ください。 

スタートの 6 月度はマイナス 3.5%と苦戦いたしましたが、梅雨が早まり、気温の上昇とともに季

節品の販売が堅調だったことに加え、コロナ関連商材の需要増により 7 月度、8 月度はプラスの結

果となりました。 

なお、客数、客単価等の詳細は、決算補足資料の 7 ページに記載しておりますのでご参照くださ

い。 
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8 ページをご覧ください。会社別の出店、閉店、売上の状況です。 

開店は 32 店舗、閉店は 32 店舗で、ほぼ計画どおりの進捗となっております。また、調剤につい

ては 26 店舗の開局、既存店の改装は 52 店舗実施いたしました。 

既存店売上高の事業会社別の状況ですが、全体的に回復傾向となっております。 
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9 ページをご覧ください。地域別の出店、閉店、売上状況です。 

数値につきましては記載のとおりですので、説明は割愛させていただきます。 

 

続いて商品群別の実績です。10 ページをご覧ください。 

まず医薬品ですが、調剤については、コロナ第 7 波による受診抑制もあり、やや前年対比で伸び率

が鈍化いたしました。また、粗利については、4 月の診療報酬改定の影響で、前年対比マイナス

0.8%となっておりますが、当初想定した範囲内での着地となっております。OTC 医薬品について

は、PCR、抗原検査キットの需要が急増したことや、総合感冒薬の販売増加等により、売上、粗利

とも堅調な結果となりました。 

化粧品は、一般化粧品、男性用化粧品を中心に回復傾向にあります。 

日用雑貨については、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が、大容量化、プ

ライベートブランド比率の増加等により、粗利率は改善しております。 

食品ですが、冷凍食品、アイス等は好調でしたが、米は不振で前年対比 102.2%の着地でした。粗

利については、販促強化により売価が下がり、0.2%マイナスという結果となっております。 

その他ですが、マスク等の売上増で売上、粗利とも伸長しております。 
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続いて、プライベートブランドの実績です。12 ページをご覧ください。 

売上高、前年対比 111%、プライベートブランド構成比 9.5%と、ほぼ当初の計画どおりの着地と

なっております。また当社プライベートブランドである、くらしリズムの SKU 数も 900 に到達い

たしました。 

これで、業績の概要についての説明は終わらせていただきます。続いて中計と当期の取り組みの状

況について、鶴羽社長よりご説明申し上げます。 

鶴羽：それでは中期経営計画と当期の取り組みについて、私、鶴羽よりご説明いたします。 
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14 ページをご覧ください。こちらはこの進行期、2023 年 5 月期の通期計画を記載しております。 

売上高が 9,688 億円、営業利益高 427 億円です。 

上期、下期の計画を右側のほうに記載しております。下期は今後の新店、または調剤の新規開局、

改装による売上の寄与、まだ不透明さは依然あるものの、非常に苦戦した前期下期よりも、人流の

回復などの見込みも含めましての計画となっております。 
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15 ページをお願いいたします。こちらは既に発表しております、新中期経営計画における重点戦

略として五つ挙げさせていただいております。 

店舗戦略、調剤戦略、PB 戦略、DX 戦略、財務戦略。以上の五つを掲げさせていただいておりま

す。これについて、一つずつご説明申し上げます。 
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16 ページをお願いします。まず、店舗戦略についてになります。 

今期は 151 店舗の出店計画となります。新店の早期黒字化を現在、課題としております。認知度

を早く上げるための販促手段、または営業部門での新店に対する強化方法、こういったものを変更

するなどしまして、早期黒字化の取り組みを強化しております。 

また、さらに来期以降の出店に関しましては、より精度を高めるために出店基準をより細かく見直

しまして、厳格に設定を現在し直しております。これによって若干、店舗数は 120 店舗ぐらいの

出店に抑える計画という方向となっております。 

 

17 ページをお願いいたします。こちらは調剤戦略になります。 

2025 年 5 月期に、調剤売上高 1,400 億円、調剤店舗数 1,170 店舗を計画しております。今期につ

きましては、119 店舗の開局を計画しております。 

第 1 四半期終了時点で、開局実績は 26 店舗で、大体ほぼ予定どおりの推移で開局しております。

併設店舗の開局がメインになりますので、今後もドラッグの売場と連携を強化しまして、調剤の早

期認知度アップを課題として取り組んでおります。 

また、オンラインの服薬指導の対応にも現在、既にシステムを導入中です。オンライン服薬指導に

よる処方箋の数は全体の 0.02%と、まだまだ全体に対しては少ないのですが、今後の動向をよく見

て、しっかり準備をしていきたいと考えております。 
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18 ページをお願いいたします。こちらは PB 戦略になります。 

中計の 2025 年 5 月期には、PB 売上構成比を 12%、売上高で 1,122 億円を計画しております。今

期の計画は PB 売上構成比で 9.5%、売上高 826 億円です。こちらも第 1 四半期を終えまして、ほ

ぼ計画どおり推移しております。 

今まで日用品やヘルスケアの開発商品がどちらかというと多かったのですが、今後は食品の開発に

ついても加速していきます。その中でも、ドラッグストアらしい健康や美容を意識した商品など、

また管理栄養士の監修商品など、開発案件が進んでおります。 

また、われわれの店舗数のスケールメリットも生かして、大手メーカーとの共同開発も今後進めて

まいります。 
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19 ページをお願いいたします。こちらは DX 戦略になります。 

顧客接点の拡大のため、引き続きアプリ会員の拡大の取り組みを継続しております。現在、アクテ

ィブ会員が 1,460 万人いらっしゃいます。アプリのダウンロード数は 658 万件まで来ました。今

期はこれを、750 万を目標として取り組んでおります。 

また現在、われわれは新たな顧客データベースを構築しております。ばらばらに存在しておりまし

た ID-POS とか販促内容や、また決済方法など、いろいろな顧客情報を集約してさまざまなデータ

分析を開始しております。 

このデータ分析によります、アプリ会員に向けた販促施策の実施を現在開始しておりまして、来店

動機によってお客様をクラスタリングする取り組みを行っております。そうすることによって、お

客様が反応しやすいポイントごとに属性をつくりまして、その来店動機に見合う広告や情報を提供

しております。 

まだ実験段階のものも多いのですが、来店頻度を上げる施策を現在何パターンか施策しておりま

す。下期に向けては、この成功パターンを自動化していくのを目標として、現在取り組んでおりま

す。 
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20 ページをお願いいたします。こちらは最後になりますが、サステナブル経営についても触れさ

せていただいております。 

TCFD 提言への賛同と情報開示を 8 月にさせていただいております。Scope1、Scope2 についての

削減目標、シナリオ分析を開示させていただいております。ホームページなどでご確認いただけた

らと思います。 

以上、中期経営計画に向けたスタートを切りました。今後の 3 年間は今掲げた項目の目標、計画値

を確実に実行して、収益改善のフェーズとして全社一丸となって取り組んでまいります。 

私からのご説明は以上になります。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。いくつか手を挙げていただいていますので、こちらで今操作いたします。 

それでは、ご質問をお願いいたします。 

質問者：ご説明ありがとうございました。大きく 3 点、1 点目と 2 点目はほとんど同じ質問になる

のですが、ご質問させてください。 

まず 1 点目なのですが、今回ファーストクォーター、上期減益のガイダンスに対してまあまあ良い

立ち上がりなのかなと思っているんですけれども、売上、粗利、経費といったところ、もちろんフ

ァーストクォーターの予算がないのは分かっているのですが、御社経営陣からご覧になって、どん

な進捗なのかをお聞かせいただければと思います。 

これが一つ目なのですが、二つ目もほとんど一つ目と同じようなご質問で。このファーストクォー

ター、だんだん 6、7、8 と尻上がりで月次も良くなってきているかと思うんですけれども、9 月の

足元はまだ聞けないので、それを聞きたいということではないのですが、9 月以降、必ずしも外部

環境、消費環境、決して楽ではないと思うんですけれども、この上期、尻上がりに良くなってきた

この既存店のトレンドを、どのようなかたちで通期の計画まで乗っけていかれるのか。そういった

販売面の施策も含めて、この売上のトレンドについてどのように考えているかを教えていただけれ

ばと思います。 

3 点目はいつもの質問です。ツルハの地域別の営業利益率について、ご実績を教えてください。よ

ろしくお願いします。 

鶴羽 [A]：ご質問ありがとうございます。それでは私、鶴羽からご回答申し上げます。 

まず一つ目の、第 1 クォーターの立ち上がりを計画に対してどう見ているかというご質問だと思い

ます。売上と粗利に関しては大体、計画どおりいったかなと思っております。経費のほうも電気代

等の高騰は確かに大きいのはあるのですが、人件費を含めて経費コントロールはある程度コントロ

ールできていまして、営業利益ベースでも計画より少し上に行くことはできたと思っております。 

ただ、コロナの第 7 波による例えば検査キットの売上が想定以上にあったとか、そういった少し追

い風があったのも事実です。ですので、回復傾向には向かっているとは思いますが、少し追い風あ

って、それが上乗せしたのも事実だと思っております。 
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二つ目の質問と絡みますが、今後についての見込みは、主に季節要因とコロナ要因がわれわれを大

きく影響すると思います。また、もう一つは値上げの問題がやはりございます。コロナに関しまし

てはいろいろな見方はあるんですけれども、ある程度コロナの患者さんの自己管理というか、自己

責任というか、ある程度自分たちで対応してくれというのが最近の少し流れですので。 

そういった中で、消費者の方がドラッグストアを頼りにして、OTC 薬、または検査キット、あと

は感染対策の商品が、やはりわれわれのドラッグストアに求めてくる状態は、まだしばらく続くの

ではないかとは思っております。ですので、そういった意味では少し特需的なものがもう少し、第

7 波よりは落ちるかもしれませんけれども、若干続くかなと見ております。 

一方、値上げの問題がありますので、そこを消費が冷え込まないように、われわれはどう対応して

いくかが課題だと思っております。 

私からは以上ですけれども、三つ目の質問は山崎のほうからお答えいたします。 

山崎 [A]：ツルハの各地区営業利益率です。既存店ベース、新店を除いた数字となります。 

北海道の前年が 8.4、今期が 8.0。東北の前期 5.6、当期が 4.5。関東甲信越、前期 3.8、今期 3.2。

中部・関西、前期マイナス 4.7、当期マイナス 3.4 となります。 

なお地域別の営業利益に関しましては、今回から 9 ページ、地域別の営業利益を掲載しておりま

す。この数字は今申し上げた数字と違いまして新店が含まれておりますので、より実態に近いのか

なと思っております。今後、この数値を継続的に掲載していきたいと思いますので、こちらで追っ

ていただけたらいいのかなと思っております。 

今、画面共有させていただいたページの、一番右の部分になります。私からは以上です。 

質問者：ありがとうございます。1 点だけ、2 点目の値上げのところで、当然、消費者もだいぶ値

上げには慣れてはきていると思うのですが、とはいってもお財布には限界があるので、そこはツル

ハでより買い物をしてもらうようにということだと思うんです。鶴羽社長からご覧になって、どん

なところが今消費者を、要は購買意欲を維持するために気をつけなきゃいけない、もちろんエリア

ごと、店舗ごとに丁寧にやっていくのが御社の施策だと思うんですけれども、全体感としてはどう

考えていらっしゃるか。もうちょっとだけ補足いただいてもいいでしょうか。 

鶴羽 [A]：いつもの答えになりますけれども、やはり地域性、競合関係をよく見てということにな

りますが、当然汎用品など数量が売れるものは消費者の皆様も価格に敏感ですので、そこをむやみ

に上げると当然、客数に響きますので。あまり値ごろ感がなかなかつかみづらいところも含めて、

どう粗利ミックスしていくかと。 
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あとは PB に関しても当然、PB のつくるメーカーも値上げ要請はあるのですが、そういった中で

もわれわれの努力によって、今こそ PB のお買い得感をどう出していくかが大事だと思っておりま

す。 

質問者：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。 

続いての方、ミュートを解除いたします。よろしくお願いいたします。 

質問者：よろしくお願いします。私からも何点かあるのですが。 

一つ目が先ほど抗原検査キットだとか、コロナの関係で感冒薬とか OTC も回復してきてというと

ころなんですけれども、ここら辺の数字的な押上げが、御社の目算で例えばどれぐらいあったかを

教えていただきたいのと。 

あと、やっとこさ、ちょっとは化粧品とか OTC に関しても、少し回復の兆しが見られているのか

なと思うんですけれども、こちらは数字を聞きたいということではなくて、おおまかなトレンドは

8 月以降もある程度、期待できるものなのかについて教えてください。これが一つ目です。 

鶴羽 [A]：一つずつご回答します。鶴羽です。 

今ご質問のあった、正直検査キットの見込みは予算上は立てていませんでした。ですので、丸まま

オンということになります。OTC に関しましても、ここはなかなかなか予算上にどこまで組み込

んでいるかというと、なかなか組み込んでいなかったのが実際のところです。ですので、その分、

上乗せしたことになります。 

実際、皆様ご承知のとおり、なかなかコロナになっても、病院に行ってもなかなか診てもらえない

ということで、OTC 薬でなんとか症状をしのいでいる方が増えたことによって、OTC 薬が売れた

と認識しております。 

ここ最近、当然感染者数が減るにつれて売上等も前後はしますけれども、比較的解熱鎮痛剤や、特

に喉関係の薬、総合感冒薬は引き続き好調を維持している状態です。よろしいでしょうか。 

質問者：検査キットだとか例えばこういったことによって、どれぐらい売上の影響があってとかは

いかがですか。 

鶴羽 [A]：大体検査キットの販売のものもありますし、あと無料検査による収益もいろいろあるん

ですけれども、全部合わせたら大体 10 億円前後の数字だと思っていただければと思います。 
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質問者：この四半期で売上 10 億円ぐらいというイメージですか。 

鶴羽 [A]：そうです、はい。 

質問者：あと二つ目がちょうど 9 ページのところで、地域別の状況について少し解説をいただきた

いんですけれども。結構、東北は去年同様苦戦が続いている一方で、関東は少し下げ止まってき

て、一方で中部・関西とか中国地方とか、四国とか九州なんかは結構改善基調になっていて。 

もちろん会社別の調剤ウエートがどうとか、立ち位置によって変わることは理解しておるんですけ

れども、地域別の前年との差になっている部分はどういったところが要因になっているか。少し定

性的でもいいので、解説いただければと思っております。 

鶴羽 [A]：それでは鶴羽よりご回答申し上げます。 

ご指摘のとおり、こちらの 9 ページをご覧いただくと、特に東北地区の営業利益がだいぶ悪化して

いるのが実際のところです。こちらは北海道も若干似たような傾向があるんですけれども、これは

全部株式会社ツルハになりますが、前期から少し既存店の客数が競合他社に比べて負けていること

で、第 1 クォーターは少しチラシ販促を強めました。結構、価格を出したチラシを出しました。 

実際、それでも既存店の売上は割っているということなんですけれども、新店込みですとそれなり

の客数を呼び込めたことで、まずはちょっと価格を強く出し過ぎた上での粗利率の低下と、東北に

限っては天候のことをいうのもあれですが、結構長雨が第 1 四半期続いて、店舗も営業できなかっ

た時期とかもありましたので、そこから季節品の不振もありました。 

季節的な要因と販促強化による粗利率の低下が、特に東北の理由です。 

あとは、特に九州とかが良くなっているのはドラッグイレブンですけれども、こちらは先ほど村上

からも説明がありましたように、粗利率の改善ができているところです。一番はグループシナジ

ー、帳合の変更、または価格の見直しと、逆にこちらは無駄な安売りをやめて粗利率をうまく上げ

ることができたのと赤字店舗の閉店、こういったところで九州に関しては営業利益ベースで良くな

っているところが、主な要因です。 

あと中国、四国地方に関しては事業会社によるレデイ薬局、TGN による好調維持が一つの理由と

なっております。このような感じでよろしいでしょうか。 

質問者：東北はいろんな出店もあって、すごく競争が激化している印象なのですか。 

鶴羽 [A]：競争は厳しいですね、東北は。 
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質問者：それに比べてほかはそこまでではない上に、御社の取り込んだ会社のシナジーだったりと

か、もともと地盤が強いレデイとか TGN があるので、比較的影響はほとんど受けていなくて、む

しろ改善しているところもあるみたいな、そんな感じでよろしいですか。 

鶴羽 [A]：ええ、結構です。 

質問者：ありがとうございます。私から最後、三つ目の中で調剤と経費って入れていいですか。 

調剤の粗利はこの後、8 月とかはもうほぼ妥結が見えているかと思うんですけれども、それらを反

映させた調剤の粗利なのか、それとも仮粗利を入れていて、上期になって確定なので、基本的には

この目線より要は上がりそうなのか、下がりそうなのかみたいなところも含めて、交渉の状況を教

えてください。 

あと経費について、おおまかに大方抑えられているところなんですけれども、特に人件費中心にと

いうお話だったのですが、この基調が続きそうなのかも併せて教えてください。 

村上 [A]：ご質問ありがとうございます。村上よりご回答申し上げます。 

まず 1 点目の調剤の粗利率についてなんですけれども、今回の決算についてはまだ交渉の見込みに

ついては今回の決算に入れておりません。例年ですと 11 月の 15 日までには薬価等を妥結する見

込みですので、第 2 四半期の段階で妥結した数字を織り込んだもので発表させていただこうと考え

ております。 

それから 2 点目の人件費についてです。人件費については、まず概要としては 2 年前ぐらいからで

すか、いろいろ人件費の高騰等、われわれとしても大きな経営課題として捉えていて、いろいろな

施策を打っていることについて、効果は出始めていると考えております。 

ただし今期第 1 四半期の数字で見ると、少しお話ししましたとおり、コロナ禍で陽性者だとか濃厚

接触者等がいて、残業代が上がったりとか。それからあとは若干ですけれども、今、飲食業等、観

光業等、景気が、そういう業界のいわゆる人材の需要が増えたこともあって、若干離職率もそこの

部分で上がっているところがありまして、その部分が人件費の低減につながっていくところも一部

ございます。 

ただし冒頭に申し上げたとおり、全体のトレンドとしてはある程度コントロールができる体制にな

ってきたと考えております。以上です。 
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質問者：これは調剤のところは交渉はなかなかハードだという話も聞くんですけれども、もともと

下がる粗利前提で、そういう前提で調剤粗利って見ていたかと思うのですが、この目線に関しては

そんなに問題ないという理解でよろしいのでしょうか。 

村上 [A]：続いてご回答申し上げます。当初予算を策定した、ある程度想定の範囲内だと思ってお

ります。ただし今お話がありましたとおり、薬価の妥結の数値もわれわれはある程度、仮で想定の

数値を入れておりますので、その数値が妥結される前提の予算組みになっております。以上です。 

質問者：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、ご指名させていただきます。 

質問者：よろしくお願いします。 

1 点目、先ほどのページ数でいいますと 10 ページになるかと思うんですけれども、改めてこのフ

ァーストクォーターの粗利率を確認させていただきたくて。いわゆる考え方としては、PB 商品等

の粗利率も良くなっているのでというところと、やはりコロナ関連商材の寄与も全体の粗利率の改

善には寄与しているという捉え方をしたんですけれども、そのような考え方でよろしかったでしょ

うか。 

鶴羽 [A]：鶴羽です。そのとおりでございます。 

質問者：比較的、少し売上面の追い風もあったというお話があったんですけれども、粗利率の観点

でも追い風はあったかなというところなんですね。 

鶴羽 [A]：そうですね。OTC 薬が、特にかぜ薬が良かったので、その分の寄与はほかのカテゴリー

より粗利は高いですからね、医薬品ですから。そういった寄与はございました。 

質問者：分かりました、ありがとうございます。あと 2 点ほどなんですけれども、もう 1 点がこの

下期にかけて、なかなか見通しは難しいかとは思うのですが、もともと下期の販売面、少し回復を

見ていらっしゃって、先ほどのご説明でも少し回復してきてもいいんじゃないかというご説明だっ

たとは思うんですけれども、その辺りの確からしさというか確度といいますか、その辺りは現状ど

う見ていらっしゃいますでしょうか。 

鶴羽 [A]：先ほどもお話ししましたが、コロナの自己防衛という面では引き続き、そういったカテ

ゴリーは一定程度の水準で保たれるのではないかなと見ております。ただそれでも人流は回復する

と思いますので、どちらかというと家の巣ごもり需要は一服したかなという感じはここ最近ありま
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すので、逆に人流が回復することによって当然、医薬品、化粧品というカテゴリーがまだ回復して

いくのではないかという、ある程度期待感はございます。 

質問者：特に化粧品のところなんですけれども、御社が強みを持っていらっしゃるカウンセリング

のところを中心に、少しなかなか厳しい状況が続いておった部分もあったかと思うんですが、存在

感でいうと御社のところがより良かったというお話を従来からいただいておると思うんですけれど

も。この辺りもどうでしょう、消費者の方が動いてくれば、化粧品の需要も動いてくるという考え

はできるものなのでしょうか。 

鶴羽 [A]：もちろん人流回復とともに化粧品は回復すると見ていますし、実際一般化粧品のカテゴ

リーとか、そういったところはだいぶ、細かく見ると回復しているカテゴリーも既に多いものです

から。今後、人が動くにつれてマスクはまだ外れることがなくても、やはりいろいろイベントだと

かそういった催し物が大体復活していますので、外に出かける機会が増えるとともに化粧品は伸び

てくるものだと思っていますし、実際、少し回復傾向は肌感でも感じております。 

質問者：分かりました。最後 1 点だけなんですけれども、少し先ほどのご説明の中で従来、出店に

ついてなんですが、先日の中計のご説明、今回のご説明でも来期少し出店基準を厳しく見て、120

店くらいの出店じゃないかとおっしゃっていただいたんですけれども。 

これは例えば環境を見て、もっと出店を抑制しないといけない環境なのかですとか、120 店と来期

見ていらっしゃるところに対して、もう少し出店できるのか、できないのかですとか。特にお考え

自体に変わりはないという理解でよろしいのでしょうか。 

鶴羽 [A]：もちろん出店精度を上げるところが大事なところなので、われわれが求める出店精度に

見合う物件が、変な話、ごろごろ出てきたらたくさん出店しますし。その基準をある程度高くした

上で、少し建築コストが今すごく上がっていますし、円安状態もありますので、よく慎重に出店し

たい考えは変わっていないです。 

ただ店舗数云々よりも、基準の精度を上げたいところがございますので、そこはよくその物件をそ

れぞれ見ての判断となります。なので考え方は別に変わっていません。 

質問者：分かりました。私からは以上で大丈夫です、ありがとうございます。 

鶴羽 [M]：ありがとうございます。 

山崎 [M]：ありがとうございました。 

続いてご質問いただいております。お願いいたします。 
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質問者：よろしくお願いいたします。何点かございますので、まず基本的なところで大変恐縮なん

ですけれども。 

第 1 四半期の当期純利益のところで 0.5%減で、先ほどのご説明では子会社の TGN をはじめとする

3 社の、被支配株主における純利益が増加しているためとありましたけれども、この被支配株主帰

属の四半期純利益が増えたところの理由は、親会社株主ではなくそっちのほうが増えた理由は、ど

ういったところにあるのでしょうか。 

村上 [A]：村上よりご説明します。決算補足資料の、ページでいきますと 3 ページ、4 ページに各

事業会社の売上高、それから当期純利益まで数値を記載しておりますので、こちらを見ていただけ

ればと思います。 

この一番下段の各社の当期純利益の前年同期比という数字を見ていただくと、説明会でお話しした

レデイ薬局、杏林堂薬局、それからドラッグイレブンの前年対比の伸び率が平均より高いところ

が、この数字もそうですね、見てとれると思います。 

この 3 社は当社の持分が 51%、それから 49%、これは第三者の方が持たれているんですけれど

も、そういう比率になっておりまして。この 49%分で当期純利益を算出するときに 49%分がマイ

ナスされると。この伸び率が 100%子会社のツルハ、それからくすりの福太郎、TGN、それからビ

ー・アンド・ディーに比して高いことで、この比率がマイナスに若干なっています。今のご説明で

ご理解いただけましたでしょうか。 

質問者：はい、分かりました。ありがとうございます。 

経費のところ、先ほどもちょっと話題に上がりましたが、人件費を比較的抑制することができたと

おっしゃっていましたけれども、コストコントロールという点で、具体的に人件費コントロールが

どうされていたのかを伺ってもいいでしょうか。 

村上 [A]：引き続き、村上よりご説明申し上げます。 

人件費については今、具体的な施策としては、これは一昨年からですけれども、われわれはシステ

ムである程度、標準人時を算出してコントロールする仕組みを、レイバースケジューリングコント

ロールですね、そういうプログラムをまず株式会社ツルハから導入いたしました。前期の後半ぐら

いですか、レデイ薬局、それから今期は福太郎でも導入しているところです。 

こういった店舗間で少し差が出るような人時管理のものをある程度、仕組みを入れることによって

人件費のコントロールすることと、それから正社員、それからパートさんの比率等を店舗ごとに精
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度を上げて管理する等、こういった施策を 2 年ぐらいずっと続けている成果が、今期の第 1 四半期

も出てきたと考えております。以上となります。 

質問者：分かりました、ありがとうございます。 

社長にもお伺いしたいところなんですけれども、今足元さまざま経費、それこそ PB 商品の先ほど

メーカーさんからの値上げ要請もという言葉がありましたが、例えば今後 PB 商品なり、取扱いの

商品の値上げを検討されていたりとか、ある程度売価に、全てじゃないにしても反映していかなき

ゃいけないと、そういう認識というか見通しみたいなものって、社長はお持ちだったりされるので

しょうか。お願いします。 

鶴羽 [A]：ありがとうございます。実際、もう値上げしている商品も当然ございますし、ここは値

上げをしない交渉、またはつくるメーカーを変えてみたり、いろいろなことで値上げは極力お客様

に迷惑がかからないように努力はしておりますが。 

もう実際に値上げをしているものもございますし、今後はただ NB の値上げよりも、先ほども言い

ましたけれども、PB がお手頃価格で、お客様の心に響くような企業努力はしていきたいと考えて

おります。全体の見通しといっても、1 品 1 品きちんと見ていくことに尽きると思います。以上で

す。 

質問者：先ほど社長のご説明の中でも、特に数が出る商品については競争力のある価格を維持して

いかれるということだと思うんですけれども、例えば全体を通じてこの 1 年間で PB の値上げ率と

いいますか、大体何パーセントくらいに値上げ率を抑えていかれるのか。もしくは商品の属性別

に、例えば食品であればこの部分は何パーセントくらいに抑えたいとか、数字的な見通しは今現状

でどういったものをお持ちでしょうか。 

鶴羽 [A]：実績としては PB だけじゃないんですけれども、大体店舗の全 SKU に関して、NB も含

めて値上げの割合は 20%近くの商品が実際、値上げの割合がなっております。当然カテゴリーに

よって大小あります。報道でもあるように、食品の値上げが一番比率的には多いということです。 

ただ実績としてはそう捉えていますけれども、実際、今後カテゴリーによって何パーセントまでに

抑えたいとか、そういった目安は特には持っていません。 

質問者：分かりました、ありがとうございます。最後に 1 点、今期 2023 年 5 月期の通期計画は、

現状では変更は前回の発表からはないということなんですが、おっしゃっていたように足元で進む

円安もそうですし、仕入れの価格の高騰もそうですし、かなり特に経費の部分での見通しが当初の

予想を出されたときよりも、変わってきている部分はあるのかなと思うのですが。 
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その辺り、特に販管費のところになるとは思うんですけれども、現状ではまだそこを踏まえても、

通期の見通しは変えなくても問題はないと判断されたということなのでしょうか。 

鶴羽 [A]：ええ。今現在は問題ないと見ていますので、変えていません。 

質問者：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。 

続いてご質問いただいております。どうぞお話しください。 

質問者：よろしくお願いいたします。 

1 点、販促の政策についてお伺いしたいのですがご説明の中で北海道、東北でチラシ販促を強め

た。競争環境も踏まえてというお話があったわけなんですけれども、地域ごとに価格対応等も考え

ていくというお話の中で、この北海道、東北を中心とした販促、チラシの政策は今後についてはど

うお考えなのか、お伺いできればと思います。お願いいたします。 

鶴羽 [A]：ありがとうございます。前期の反省として、前期の発表でもお話ししたのですが、特に

株式会社ツルハの不調の原因は、特に北海道、東北にございまして。やはり価格販促が少し弱かっ

たかなと。どうしてもポイント販促寄りになってしまってマンネリ化してしまって、販促効果がな

かなか得られなかったと。価格優位性のお客様への支持が、少し薄れてしまったなという反省もあ

りましたので、今期は少し値段を出して販促を第 1 四半期は仕掛けております。 

ただ、やはり少し無駄に安過ぎたとか、無駄に粗利率を下げ過ぎた反省点は、先ほどもお話ししま

したように多少はあるものの、この第 2 四半期もある程度価格を出していく販促をして、少し客数

回復を重点的に、特に東北、北海道は考えております。 

ですので、もう少し続ける予定です。もちろん、きちんと粗利率と販管費をコントロールしてとい

う前提になりますけれども。以上です。 

質問者：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。 

お時間がそろそろですので、次が最後になるかなと思います。お願いします。 

質問者：よろしくお願いします。私も 1 問、ドラッグイレブンとビー・アンド・ディーで、スライ

ドの 8 ページを見ているんですけれども。 
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既存店が大きく割れている中で営業利益率が改善していて、粗利率主体に改善しているという、こ

の現象、少し危険なのかなと思うんです。客離れを起こしているのに利益率が改善している減少に

見えるので、これがどういう現象なのかを少し考え方を教えていただいて、既存店をどうやって戻

すのかという辺りを教えていただけますか。 

鶴羽 [A]：ありがとうございます。では、鶴羽より。 

ドラッグイレブンとビー・アンド・ディーの既存店の売上が悪い理由の一つとしては、やはり非常

に古くて狭いお店がまだ残っているところが一番の原因だと思っております。それによって、なか

なか他社の新しくてきれいで広いお店に対して、競争力がないところが問題だと認識しております

ので。 

特にイレブンのほうは、この 3～4 年かけて、3 分の 1 ぐらいの店舗を全面改装、およびスクラッ

プアンドビルドする計画を立てているのは以前からご説明しているとおりで、ここを早急に急ぎた

いと考えております。 

ただ、売上が少し悪いのに粗利率が上がって、客離れがご心配される傾向は、この数字だけ見れば

そうなんですけれども、決してそうではなくて。帳合の統一によってだいぶ仕入価格、リベートが

改善された。先ほども申しましたけれども、赤字店舗を整理したところも含めての回復。当然、経

費コントロールもコントロールできてきたということですので。 

おっしゃるとおり、売上がなかなか伸びていないのは少し懸念材料ではありますけれども、利益改

善がされたのは、現状では正しい方向で改善されたとわれわれは認識しております。以上です。 

質問者：ありがとうございます。帳合の統合ってもっと前に、特にビー・アンド・ディーはされて

いたのかなと思ったんですけれども、仕入価格の統合とマーチャンダイジングの統合みたいなのと

帳合の統合って、実質違う、さらに進化している部分があるのかもしれないんですけれども、そこ

の仕入価格の改善で過去時間軸で、それぞれドラッグイレブン、ビー・アンド・ディーってどうい

うことが行われたのかと。 

ほかの子会社だと、もうそこら辺は完全に終わっているので、さらなる改善はそれほどないでしょ

うと理解したほうがいいのか。その辺りも追加で教えてもらえますか。 

鶴羽 [A]：帳合の統合は、M&A をすると全て一本化することはわれわれはやっていませんので、

地域ごとの問屋さんとある程度、良い面もありますので、そういったかたちで今までわれわれグル

ープはやってまいりましたので、まだまだ全部終わったという段階ではないです、全ての事業会社

に関して。 
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ただ、これをグループの統一ということで今、見直しておりますので、そういった意味でもまだ残

っている部分もありますし、ご質問に対しては、統合したときに全部終わっているわけではないと

いうご説明になります。ですので、まだ残っている部分もあります。 

ただこれは相手あってのことなので、あまりこの場でどうこういうことはできないんですけれど

も、そういった事情で改善しております。 

質問者：分かりました。ありがとうございます。 

鶴羽 [M]：ありがとうございます。 

山崎 [M]：ありがとうございます。 

お時間近づいていますが、短く 1 問ぐらいはお受けできるかと思います。ご質問よろしいでしょう

か。それでは、こちらで質疑応答は終了とさせていただきます。 

なお、本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。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、2023 年 5 月期第 1 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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