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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 2 四半期決算説明会  

 

[決算期]  2023 年度 第 2 四半期  

 

[日程]   2022 年 12 月 20 日  

 

[ページ数]  37 

  

[時間]   15:30 – 16:33 

（合計：63 分、登壇：23 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]  4 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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経理部 IR グループマネージャー  巽 英樹 （以下、巽） 

 

 

  



 
 

 

サポート 

日本   050-5212-7790    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 

3 
 

登壇 

 

山崎：定刻となりましたので、これより説明会を開始させていただきます。本日は、株式会社ツル

ハホールディングス、2023 年 5 月期第 2 四半期決算説明会にご参加いただき、誠にありがとうご

ざいます。 

初めに、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：鶴羽でございます。よろしくお願いいたします。 

山崎：執行役員、管理本部長、村上誠でございます。 

村上：村上でございます。本日は、よろしくお願いいたします。 

山崎：経理部 IR グループマネージャー、巽英樹でございます。 

巽：巽でございます。よろしくお願いいたします。 

山崎：進行は、私、経理部 IR グループリーダー、山崎拓也でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

本日の資料と進行について、簡単にご案内申し上げます。ご来場の方には、説明会資料をお渡しし

ております。Zoom からご参加の方につきましては、画面でも説明会資料を共有いたしますが、当

社のホームページよりダウンロードいただけますので、こちらも併せてご確認いただければと存じ

ます。 

本日の進行につきましては、最初に村上より、決算概況について、続いて、鶴羽より、当期の取組

についてご説明させていただき、その後、質疑応答とさせていただきます。終了時刻は 16 時 30

分を予定しております。 

それでは、説明に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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村上：それでは、2023 年 5 月期第 2 四半期業績概要についてご説明申し上げます。よろしくお願

いいたします。 

説明会資料の 3 ページをご覧ください。決算のハイライトでございます。 

売上高 4,841 億円、前年対比 4.7%増、営業利益 247 億円、前年対比 8.8%増の着地となりました。 

既存店の回復により、売上はほぼ計画どおりに推移したこと、粗利に関しましても、かぜ薬、コロ

ナ検査キット等の販売増加などで堅調に推移いたしました。 

また、販売管理費については、電気代等の高騰により販管費率は若干上昇いたしましたが、人件費

他の費用のコントロールにより計画値を下回る着地となりました。 

その結果、第 1 四半期に続き、第 2 四半期も増収増益を維持することができました。 
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続いて、計画対比、前年対比の数値詳細となります。説明資料の 4 ページ、5 ページをご覧くださ

い。 

売上高、計画比 100.5%、前年比 104.7%、売上総利益、計画比 100.8%、前年比 106.2%、販売管

理費、計画比 98.6%、前年比 105.7%、営業利益、計画比 112.8%、前年比 108.8%、経常利益、計

画比 113.1%、前年比 109.7%、純利益、計画比 116.1%、前年比 114.9%の結果となりました。 

まず、売上につきましては、11 月の客数が 2 年ぶりに前年比プラスになるなど、既存店の売上が

堅調でございました。粗利につきましても、医薬品の好調や PB 拡大により、粗利額、率とも上昇

いたしました。 

販管費につきましては、全体としてはコントロールができましたが、先ほど触れました水光熱費が

前期比で 150%、金額で約 23 億円増、下期につきましても燃料調整費の予想以上の高騰により、

10 億円程度計画値を上回る見込みでございます。 

また、今期発足いたしました FP&A 部署、いわゆる業績管理の部署を中心に、より体系的に実効

性のある業績管理を行う体勢が整いつつあります。 
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続いて、四半期の業績の推移でございます。資料 6 ページをご覧ください。 

ご覧のとおり、第 2 四半期は西日本、中部地区で豪雨による営業短縮の事象も発生いたしました

が、第 1 四半期対比で売上、粗利、営業利益が高い伸びを示しております。 

純利益が、特に第 2 四半期に大きく伸長しておりますが、これにつきましては、4 年前に付与しま

した従業員向けのストックオプションの引当金の戻しを当期に特別利益として計上したことが要因

でございます。 

次ページの販管費の前年比については、説明が重複いたしますので、7 ページは割愛させていただ

きます。 
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8 ページをご覧ください。会社別の実績でございます。 

第 1 四半期低調であったツルハ、福太郎が、まだコロナ前の水準には戻っておりませんが、回復傾

向にございます。その他の事業会社につきましては、堅調に業績が推移しています。特にドラッグ

イレブンについては、不採算店の閉店の影響で売上はまだ前年対比でマイナスですが、粗利率の向

上、販管費の低減により収益性が回復してきております。 



 
 

 

サポート 

日本   050-5212-7790    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 

9 
 

 

次ページの 9 ページをご覧ください。13 か月、既存店の売上高前年対比の推移でございます。 

第 2 四半期は、先ほど申し上げました 9 月度に西日本、中部地区で台風による休業、営業時間の短

縮によりマイナスとなりましたが、10 月度、11 月度とも再度プラスに転じております。 

先ほど触れましたとおり、11 月は久しぶりに客数が前年対比で増加しました。また、客単価も上

昇基調にあります。その結果、第 2 四半期は前年対比で既存店売上高プラス 1.8%、上期の累計で

プラス 0.7%となり、計画値はマイナス 0.1%でございましたので、その計画値を 0.8%上回る結果

となりました。 

なお、客数、客単価につきましては補足資料の 9 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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次ページ、10 ページをご覧ください。会社別の出店・閉店の状況でございます。 

開店は、第 2 四半期に 44 店舗、第 1 四半期を合わせた上期合計で 76 店舗と、ほぼ計画どおりの

進捗でございます。 

閉店につきましては、第 2 四半期で 48 店舗となり、これもほぼ計画線上の進捗でございます。 

調剤は上期で 60 店舗の開局、改装は 115 店舗の店舗で実施をいたしました。 
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次ページをご覧ください。11 ページになります。 

これについても先ほどの説明と内容が重複いたしますので、割愛させていただきます。 
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12 ページをご覧ください。続いて、商品群別の実績でございますが、第 2 四半期の結果の前に、

ちょっと補足の説明を 12 ページでさせていただきます。 

商品群別の実績でございますが、今期ポイント制度の配布基準の見直しにより、商品群の売上、粗

利に影響がございました。これについて記載と併せてご説明いたします。 

この修正により、ポイントの付与、利用、執行率等を含んだ、より実態に近い商品群別の売上高、

粗利率を算定できるようになりました。 

既に公表済みの記載の第 1 四半期の実績のケースでは、ご覧のとおり、修正前、修正後と比較して

おります。その結果、医薬品、化粧品が売上前年比、粗利率前年比が縮小、日用雑貨が売上前年

比、粗利とも増加、食品が売上前年比で増加、粗利率が前年比で減少となります。 
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この修正の結果を踏まえて、第 2 四半期の結果、次ページをご覧ください。13 ページになりま

す。 

まず、調剤でございますけれども、薬局の開局により、処方箋枚数が増加しております。これによ

って売上が継続して伸長しております。一方、粗利率については、薬価が第 2 四半期に遡及値引き

もあり、第 1 四半期の比較 35.5%から 3.1%アップしておりますが、前年対比では 4 月の調剤報酬

改定の影響で 1%を減少しております。 

OTC については、抗原検査キット、総合感冒薬等の販売増により、売上前年対比で大きな伸びと

なりました。 

化粧品ですが、人流の回復により売上は徐々に回復傾向にございます。 

日用雑貨の粗利は、PB 商品の拡大等により、前年比 1%の改善となっております。 

その他の項目の粗利改善についても同様に、PB 商品の売上増が粗利率アップの要因となってござ

います。 
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次ページ、14 ページをご覧ください。調剤部門の実績となります。 

こちらも先ほどの説明と重複いたしますので、説明を割愛させていただきます。 
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次ページ、15 ページをご覧ください。PB 商品の実績です。 

上期で 13SKU 増加し、累計 903SKU となりました。前期比で売上高 110%と、日用雑貨を中心に

好調な売上が継続しております。 

これで、私からの説明は終わらせていただきます。 

続きまして、中期経営計画と当期の取り組みについて、鶴羽社長よりご説明いたします。ご清聴あ

りがとうございました。 
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鶴羽：それでは、16 ページより、当期の取り組みについて、私、鶴羽より説明をさせていただき

ます。よろしくお願い申し上げます。 

17 ページをご覧ください。まず、進行期、2023 年 5 月期の通期計画になります。 

こちらは当初のとおり、売上高 9,688 億円、営業利益高 427 億円の見込みでございます。 

先ほど、村上より説明させていただいたとおり、上期につきましては、計画に対して進行どおりで

した。下期は非常に苦戦した前期下期よりも人流回復を見込めるということも含みまして、ハード

ルは決して低くはないですが、何とか達成できるように努めてまいります。 
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18 ページをお願いします。 

こちらは、今年 6 月に発表しました新中期経営計画ですが、向こう 3 年間は、われわれは収益改善

フェーズとして足場固めをしっかり行い、次なる再成長フェーズにつなげていくという 3 年間の趣

旨でございます。 

2025 年 5 月期に売上高 1 兆 600 億円、営業利益率 5%以上にさせるために、こちらの重点戦略を

五つ挙げております。店舗戦略、調剤戦略、PB 戦略、DX 戦略、財務戦略、こちらの五つを掲げ

ております。 
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19 ページをご覧ください。こちらは店舗戦略の内容になります。 

今期は 151 店舗の出店計画でございます。上期終了時点で 76 店舗の実績で、ほぼ計画どおりの実

績でございます。新店の早期黒字化を課題としております。 

今期から、この出店基準を新たに見直し済みでございます。より厳しい出店基準にして、今、精度

を高めている状態です。同時に、出店してからの、認知度を早く上げるために、販促手段など、営

業部門と関わるところも見直しの強化を現在行っております。 

出店済みの地域にさらなるドミナント出店を中心にして、シェアを強めていきたいと考えておりま

す。 
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20 ページをご覧ください。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 店舗の計画でございます。主にドラッ

グ併設の調剤を中心に開局スピードを上げていきますが、今期も 119 店舗の開局の計画に対しま

して、上期実績は 60 店舗ということですので、ほぼほぼ計画どおりで進んでおります。 

こちらの調剤の開局に関しましても、開局した後の早期認知度アップが重要な課題と考えておりま

すので、ドラッグ部門との連携を強化して、より早い立ち上がりを今後強化してまいります。 

また、オンライン服薬指導のシステムは、既に大部分の店舗に導入済みです。今後、全店導入に向

けて準備はしっかりしてまいります。まだまだ処方箋枚数が、この全体の処方箋枚数に対しまし

て、オンライン服薬指導の枚数は 0.02%と、まだまだ少ない状態ですが、今後はもちろん増えてい

くのは間違いないと思っておりますので、しっかり対応準備はしていくということです。 
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21 ページをご覧ください。こちらは PB 商品の戦略になります。 

2025 年 5 月期に、PB 売上構成比を 12%と目標を立てております。今年の期初は 9.1%の構成比か

らスタートしまして、上期終了時点で現在 9.5%と推移しております。 

PB 商品は、付加価値商品すなわち差別化、オンリーワン商品、または今後の環境配慮型商品と

か、こういった付加価値商品を中心に商品開発をしていきたいと考えております。しかし一方で、

この物価高騰による商品の値上げ等も続いておりますことから、プライベートブランド、PB での

価格優位性ももちろん保っていきたいと考えておりますので、同時に、いわゆるこの価格戦略品、

NB 商品と品質同等で安い商品、粗利改善品、NB でなくてもいい商品、こういったものを付加価

値商品と同時に一緒に開発して、PB の価格優位性も保っていきたいと考えております。 

また、今後の PB 拡大に関しましては、食品強化は必須だと考えております。われわれはまだ食品

に関してはやり切れていませんので、今後、こちらを強化していくという方針でございます。 
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22 ページをご覧ください。DX の戦略になります。 

引き続き、顧客接点拡大のため、アプリ会員の拡大の取り組みを今後も継続していきます。現在の

アクティブ会員は 1,490 万人、ダウンロード数は 697 万人です。今期の目標は 750 万ダウンロー

ドとしております。 

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。今までバラバラに存在しておりま

した ID-POS、また販促内容や決済方法などの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。データ分析によるアプリ会員に向けた販促施策の実施を開始しております。 

今後は、来店頻度を上げる施策を今、何パターンか行っておりますので、こちらの精度を上げて、

成功パターンを自動化していくのが当面の目標ということになります。 
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23 ページをご覧ください。サステナブル経営についても触れさせていただきます。 

こちらの資料の左側は、CO2 削減の一環として共同配送の実例を載せております。また、太陽光

発電は、現在 23 店舗の設置となりますが、2025 年 5 月期まで、236 店舗の設置を目標として取り

組んでまいります。 

また、女性管理職比率の向上にも取り組んでおります。こちらも社内で推進プロジェクトなどを発

足させるなど、積極的に女性の意見を聞き、社内環境の整備を努めてまいります。 

以上、資料に沿ってご説明させていただきました。掲げた項目の計画値をしっかり実行しまして、

収益改善に向けたフェーズを全社一丸となって取り組んでまいります。 

ご清聴ありがとうございました。 
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質疑応答 

 

山崎 [M]：ここからは、質疑応答に移らせていただきます。 

会場にてご質問をご希望の方は挙手をお願いいたします。また、Zoom でご参加の方、ご質問をご

希望でしたら、手を挙げるの操作でお願いをいたします。こちらでミュートを解除いたします。 

まず、会場の方から、ご質問いかがでしょうか。 

では、私の正面、最前列の方、お願いいたします。 

 [Q]：ご説明ありがとうございました。二つご質問させてください。 

1 問目は、鶴羽社長にご質問させていただきたいです。上期、おおむね計画どおりということかと

思いますが、ただ営業利益のところまで落ちてくると、それぞれちょっとずつ良くて、かなり進捗

が良かったなと。特にセカンドクォーターにかなり進捗が進んだかと思います。 

外部要因と内部要因と、それぞれどんなところがあってこの数字になったのかというのをご質問さ

せていただきたいというのが趣旨です。決して消費環境は楽ではなかったと思いますので、どのよ

うな施策を打たれたのか。 

ただ、逆に、抗原検査キットであるとか、特需もあったと思いますので、その辺り、鶴羽社長とし

て、どのようにご覧になっているのか、ご解説いただければと思います。 

それに加えて、下期、先ほど楽ではないというお話をされていましたが、下期に向けて、今いまの

状況がどのように変化するとご覧になっているのかという辺りも含めてご説明いただければと思い

ます。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。 

上期、特に第 2 クォーターが少し業績が盛り返したわけですが、今のご質問にお答えしますと、外

部環境といたしましては、他社と同様、検査キット、あとはかぜ薬、総合感冒薬、あとは解熱鎮痛

剤など、いわゆるコロナの患者様がドラッグストアの商材で何とか治すというか、耐え抜くという

環境になったと思いますので、そういった意味で、われわれの商材がコロナの対策により寄与をし

たということだと思っております。 

内部的な要因といたしましては、特に少し課題だったシーズン品の、いわゆるこの市場の売り負け

とか、そういったものの前期業績が悪かった理由の一つでもあったのですが、こちらは特に秋冬
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の、今も続いております季節商材の立ち上がりはうまくいったのかなと思っております。現場の売

場がお客様にきちっとヒットしたかなというのが内部要因です。 

こちらも集客をやはりするために当然反省点もありますが、少し集客するために販促を強めたとい

うところもありますので、それで粗利率を少し削った地域もあって反省点もあるのですが、そうい

った意味では、少し内部要因としては貢献できたかなと考えております。 

下期に関しましては、同じような答えになりますが、やはりわれわれ、今後コロナの影響と季節品

の影響、こちらが大きく左右します。今回はそれにまた物価高の影響で、商品の値上げが続いてお

りますので、お客様の消費をどれだけ冷え込ませないで、われわれがきちっと提案していけるかと

いうところと、やはり電気代の高騰です。今言ったコロナ、季節要因、値上げ、電気代、ここをき

っちりどれだけ伸ばすところは伸ばして、押さえるところは押さえたのかというところが、当然キ

ーポイントとなると思っていますので、そこをきっちりやっていきたいと考えています。 

[Q]：ありがとうございます。 

2 問目ですが、村上さんにご質問させていただきたいです。先ほどの販売のご説明のところで、業

績管理をしっかりするということで、組織も立ち上げられたということで、ファーストクォータ

ー、セカンドクォーターと進捗もされていると思います。人件費も抑制されていると思いますが、

もうちょっと具体的にこの部署が立ち上がったことで、どんな変化があって、その数字にどう影響

しているのか。あるいは、まだまだ、多分村上さんからご覧になったらできることがいっぱいある

と思っていらっしゃるのではないかと勝手に想像していますが、これからこの部署がさらに機能し

ていくと、どんな変化をわれわれは期待していっていいのか、そこら辺をご説明いただければと思

います。よろしくお願いします。 

村上 [A]：ご質問ありがとうございます。 

中計を発表させていただいたときに、併せてこの部署を新設いたしました。そのときも少し触れさ

せていただきましたが、まずは、きっちり目標をつくることと、それの進捗の管理をすること。加

えて、いわゆる PDCA サイクル、原因を特定して、その対策をきっちり打って、モニタリングを

して、またプランニングをすると、そういうステージになればいいなという形で立ち上げました。 

現状は、最初に申し上げました、まずきっちり予算をつくることと、その進捗管理をするというス

テージでございます。これは今期やっております。予算の策定については、もう前期につくってお

りますので、いよいよ来年に入ってから来期の予算策定になりますので、その準備も並行して進め

ております。 
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今、肌で感じるところは、精度を上げることによって、まずコスト、それから売上、粗利もそうで

すが、見える化が図られてきたなと。一歩進んで、例えば人件費がわれわれは今回、昨年対比で、

いわゆる比率が下がってきて、それから人時売上高も上がっていっていますが、これが店舗段階に

落としたときにどういうことなのかというような、具体的なことまで落とし込めるようになってき

たというのが現状でございます。 

こういうのがいろいろな部署で起きてきましたので、今後については、まずは来年度予算をより精

緻なものにつくり上げるということと、冒頭に申し上げた 2 番目の、いわゆる本質的な PDCA サ

イクルに持っていけるような、中核の部署に持っていきたいなと思っております。 

以上です。 

山崎 [M]：ありがとうございます。 

続いて、ご質問はいかがでしょうか。 

では、最前列の方、今マイクをお渡しいたします。 

[Q]：よろしくお願いいたします。 

1 問目が、先ほどの販売面のところを、もう少し確認させていければと思っています。地域ごとに

見たときに、昨年度も東北エリアですとか、北海道のところでやや売り負けておったかなというよ

うなところもお聞かせいただいておったと思います。その辺り、地域ごとに見て、今どういう状況

でこの上期進捗してこられて、この先どのようになっていくと考えていらっしゃるのか、この点、

1 点目、教えていただければと思います。 

鶴羽 [A]：ご質問ありがとうございます。 

今、お話に出ましたとおり、特に北海道と東北の落ち込みは、前期の大きな反省点だったわけで

す。今期に入りまして、特にこちらの北海道、東北は、集客をメインに、少し販促を上期強めた部

分がございます。北海道は、それなりに回復はしたのですが、東北は、やはり北海道に比べて競合

の企業も多いわけで、そこで少し販促を強めて売上は取れましたが、少し粗利のコントロールが弱

かったというか、少し粗利率を下げ過ぎたという反省点が東北にはございます。 

ただ、売上も回復傾向にありまして、客数も回復傾向にありますので、既に反省をして、この価格

のメリハリ、いわゆる粗利ミックスをより丁寧にやるべきだということで既に動いております。下

期に関しては、引き続きやはり競争が激しい地域ですので、販促は継続しながらも、しっかり集客
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してからどうやって利益を確保するかというところ、PB 商品であったり、季節品であったり、こ

ういったところの施策をしっかりやっていきたいと考えております。 

[Q]：その観点ですと、それほど粗利を痛めていくということではなくて、しっかりとバランスを

見ながらやっていかれるということですか。 

鶴羽 [A]：はい。まだまだ反省点がありまして、当然競争も必要ですが、無駄な安売りも多かった

のも事実ですので、ここはしっかりコントロールしていけば粗利率はある程度回復しつつも競争で

きると考えておりますし。実際、直近では少し効果が表れていますので、そこを継続してやってい

きたいと考えております。 

 [Q]：すみません、あともう 1 点だけですけれども、出店についてです。先ほども出店基準を少し

変えられて、厳しめにされた中でも、今期 150 店の出店に向けて順調に進んでいらっしゃるとい

うところなので、出店基準を強められても、立ち上がりの店舗をご覧になってらっしゃっていて

も、だいぶ良くなってきたというようなご感触なのか。それとも、先ほどはまだ課題がということ

もちらっとおっしゃっていたと思うので、まだまだその点は新店の立ち上がりの部分でいうと課題

があると考えておいたほうがいいでしょうか。 

鶴羽 [A]：今期も立っているお店は、結構 1 年、2 年前に契約しているお店が正直多いものですか

ら、出店基準の厳しさから効果が現れるというのは、実際は来期以降だと思います。 

ただ、今期に関しましては、スクラップ・アンド・ビルドがいつもより結構成功して寄与していま

すので、全体的には昨年に比べると新店の立ち上がりは良くなっています。ただ、基準に関して効

果が出るのは来期以降だと私は思っています。 

 [Q]：すみません、もともと中期計画の中で、来年度以降の出店ペースは 120 店ぐらいではないか

というようなところはおっしゃっておったかなと思いますが、その辺りのお考えは変わらないとい

うところでしょうか。 

鶴羽 [A]：当然、数合わせの出店はしたくないという根底はありますが、やはりそれなりの規模の

出店をしていかないと競争に負けますので、120 店舗ぐらいの出店というのは続けていきたいと考

えております。 

山崎 [M]：ありがとうございます。 

続いて、会場からご質問はいかがでしょうか。 

では、お願いいたします。私の右手、前から 2 列目の方です。 
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 [Q]：ご説明ありがとうございました。 

質問ですが、少し外部環境に関する話になってしまうのですが、本日、日銀で金融緩和が縮小し

て、事実上の利上げが発表されていると思います。御社の財務への影響、また円高に振れると思い

ますが、御社のビジネスへの影響についてご紹介いただければと思います。よろしくお願いいたし

ます。 

村上 [A]：ご質問ありがとうございます。 

お昼ぐらいにサプライズということで、利上げのことを私も拝見いたしました。それで、1 点目の

当社への財務への影響ですけれども、われわれは今、いわゆる銀行借入をしております。金額的に

は、今は恐らく 300 億円強を借入をしておりますけれども、こちらへの影響は、額、それから返

済期日を考えたときには軽微だと考えております。 

今後、資金需要が出てきたときの状況ですけれども、急激に金利が上がるとは想定しにくいと思い

ますので、今の金利水準であれば、来年の絶対払の額を考えると、そこまでは影響がないというこ

とが当社の財務に対する影響かなと考えております。 

販売面については、なかなか予想が、円高が急速に進みましたので、これがどのように物価のほう

に影響するかどうか、これについては様子を見ないとコメントは難しいなと考えています。 

以上でよろしいでしょうか。 

山崎 [M]：ありがとうございます。 

Zoom から 1 件ご質問がありますので、こちらで今、ミュートを解除させていただきます。お話を

どうぞお願いいたします。 

 [Q]：よろしくお願いいたします。 

商品別の売上のところでお伺いしたいです。商品群別で見ると、食品の売上高が前年対比で伸びて

いると見えますが、食品の売上が伸びてきた背景というか、多分価格戦略とかも物価が上がる中で

されたと思いますが、今期の食品部門での取り組みを伺ってもよろしいでしょうか。 

鶴羽 [A]：ご質問ありがとうございます。 

食品に関しましては、われわれは改装も結構何百店もやっていますが、改装の一つのテーマとし

て、食品売場を強化するという前提が結構あるものですから、全般的に、やはり売場が広がってい

るというのが大前提の部分と、精肉・青果など、委託販売ですが、こちらの導入も進んでいるとい
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うこと。あとは、10 月からお酒の値上げとかもありましたが、そこの値上げ前の特需的なもの

を、ある程度しっかり売れたかなというのも寄与しまして、食品は堅調だと理解しております。 

以上です。 

 [Q]：ありがとうございます。 

追加で、食品に関してもう 1 点です。先ほどの中計の取り組みの中でも、食品分野での取り組みを

さらに強化されていくということをおっしゃっていましたが、それは先ほどおっしゃっていた改装

による売場の強化とか、精肉・青果の導入の拡大とか、そういったことを強化されていくのか。さ

らに、それ以外に考えられていることがあれば伺いたいです。いかがでしょうか。 

鶴羽 [A]：食品は強化しますが、本当にどこまでするかという程度の問題でありまして。構成比

50%までやるトラックになるのかならないのかと申しますと、われわれは事業会社ごとにカラーは

あるものの、ツルハグループとしては、そこまでは考えておりません。40 かそこそこでないと、

われわれの柱であるヘルス&ビューティー、調剤のオペレーションの前提が変わってきますので、

その程度と考えております。 

ただ、強化するには間違いないわけで、主に今言った、生鮮もどこまでやるか、本当に SM より勝

つまでやるかしかなかなかできないわけですから、そこまでは考えていません。あくまでも利便性

ということで考えております。特に強化したいのは、先ほども言いましたが、プライベートブラン

ド商品で少し食品を強化したいというところはやっていきたいと考えております。 

以上になります。 

山崎 [M]：ありがとうございます。 

Zoom から、今、3～4 件いただいていますので、こちらでお時間になろうかと思います。順にご

質問を伺ってまいります。お願いいたします。 

[Q]：会場に行けず、すみません。二つあります。 

一つは、販売状況について再度確認です。OTC の強さというのは、コロナの押し上げとかもあっ

たかと思いますが、今後、何が平常時かよく分からないところがありますが、OTC は随分皆さん

予防で、全然かぜもひかなくなってというのが、平常になればじんわり戻るという見方をしていい

ものなのか。 

あと、化粧品に関して、これもマスクを取らなければなかなか戻らないということかもしれないで

すが、まだちょっと本格回復というところがまだ見えていなくて、どんな手応えを感じていらっし
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ゃるのか。ダイレクトカウンセリングがなかなかできない中で、その販売状況について教えてくだ

さいというのが一つ目です。 

二つ目が、御社は今まで得意としてきた M&A についてです。業界がすごく 2020 年は潤って、

2021 年以降、ちょっと反動減が出て、また今盛り返してきて、今後インバウンドとかも期待され

る中でいうと、M&A の案件だとか、出物ですとか、そういったところの環境面でいうと、今はど

ういう状況でしょうか。話せる範囲で結構ですので教えてください。 

以上 2 点です。 

鶴羽 [A]：ご質問ありがとうございます。鶴羽よりご回答申し上げます。 

OTC 医薬品と化粧品の今後ということですが、OTC 医薬品に関しましては、コロナがまだ続く限

りは、今のような状態はしばらく続くのかなと個人的には思っております。いわゆる総合感冒薬と

か、喉の薬とかで、症状の緩和を求めるお客様が少し続くのかなと思っております。 

それと、化粧品の回復については、今、大体、これは本当にコロナ前の水準まではまだ戻っていな

いですが、前年対比を見ますと、制度化粧品もだいぶ回復傾向にあります。プラスして、この一般

化粧品、韓国コスメとか、そういった新しいジャンルがプラスオンをしているという状況ですの

で、だいぶ回復傾向には来ているなという肌感覚はございます。 

マスクを着けている限りというのは、ある程度おっしゃるとおりだとは思いますが、マスクを着け

ながらもイベントが再開されたり、外に出掛ける機会が多くなったり、食事を取る機会が増えてき

たので、今までみたいにもうマスクを全く外さないというよりは、マスクを着けながらも外すとき

もあるというような生活に既になっていると思いますので、メーク品とかも今後はだいぶ回復して

くるのではないかなとは見ております。 

二つ目のご質問、M&A の案件に関しては、さほどここ数年、特に多かったり少なかったり変わら

ずに話はあるものだなという感覚で理解しております。 

以上になります。 

 [Q]：M&A については、さほどこの数年、案件としては、数としてあまり変わらないというとこ

ろですけれども。御社にとってはいろいろな理由があって、値段であったり、フォーマットであっ

たり、他社がより高い価格で入れていたとか、いろいろとあると思います。この 1 年とかを見た場

合は、何が躊躇する材料になっていることが多いですか。 
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鶴羽 [A]：特別躊躇しているつもりはないですが、当然、価格の高さは、だいぶここ最近出てきた

のではないかなということは感じております。 

山崎 [M]：ありがとうございます。 

続いてのご質問をお伺いします。 

[Q]：どうぞよろしくお願いいたします。1 点と、確認 1 点です。 

質問は一つ、FP&A の部署について、どういった運用をされて、従前の説明会に比べると、かなり

説明が結構確度があるのかなと、数値の管理の確度が高まっているという印象ですが、どういった

運用、例えば週次、月次でデータをチェックして、どういった組織的な運営、店舗、現場との情報

共有をして、フィードバックをしているのかという、運用ですね、どういったミーティングとかを

してフィードバックをしているのか、指示をしているのかというところを補足でお願いします。こ

れが 1 点目です。 

確認というのは、ホームページで補足資料を見ると、表紙だけしかアップされていませんで、後ろ

のコンテンツのところがアップされていませんので、一つご対応をお願いします。これが確認でご

ざいます。 

以上、よろしくお願いします。 

山崎 [A]：ありがとうございます。 

補足資料のところは申し訳ございません。確認させていただきます。対応させていただきます。 

回答をお願いいたします。 

村上 [A]：ご質問ありがとうございます。村上からご回答申し上げます。 

FP&A の部署が、具体的にどういう活動をしているかというご質問だと思います。 

新しい組織を立ち上げて、基本は月次で、当社の業績を管理しております。こちらを立ち上げたの

は、ツルハホールディングスです。実際には事業運営をしている 7 社を統括する持ち株会社とし

て、まずこの部署を立ち上げたということです。 

結果、各事業会社も当然この業績管理の部署がございますので、そことの連携を相当密に取るよう

になったということです。ですから、月次でホールディング側の業績管理をかなりきめ細かくやっ

ておりますので、結果として実際に事業運営をしている事業会社に展開をされているということ

と。 
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それから、ガバナンスの体制を、この 2 年、かなり強化をしてまいりました。前期、監査等委員会

設置会社への移行に伴って、いわゆる監督と執行の分離を行いまして、執行の部分については、社

長が議長になって、執行役員会を開いております。こちらと、今申し上げた業績のところは相当連

動しております。ですから、月次でこの FP&A のところでの業績評価を行いつつ、これを執行役

員会を通じて経営に反映しているというサイクルが今は進行しているとご理解いただければと思い

ます。 

以上です。 

山崎 [M]：ありがとうございます。 

続いて、ご質問をお伺いします。お願いいたします。 

 [Q]：本日、詳細なご説明ありがとうございました。すみません、時間もあるので、3 点あります

が、簡単で結構なのでお願いいたします。 

1 点目が、粗利益率の改善のところで補足質問です。部門別でいろいろとご説明がありましたが、

要因ということで言うと、PB の寄与と商品構成の中でもミックス変化のようなところがメインで

ということでしょうか。 

1Q までのご説明だと、グループシナジーの話が言及されていたかと思いますが、今回はなかった

ようなので。グループシナジーの棚割共通化とか、帳合統合とかをやられていて、効果が出ている

よという話でしたが、その辺りの進捗についても併せて少しコメントをいただければと思います。

それが 1 点目です。 

鶴羽 [A]：それでは、1 点目からお答えします。 

今おっしゃるとおりで、粗利改善は商品構成、医薬品や調剤が調子が良かった部分の貢献と、

PB、あとはグループシナジー、いわゆる帳合に関する粗利益の改善は、当然上期全体でもそれな

りに寄与はしております。 

[Q]：分かりました。そうすると、グループシナジーはまだ出ていて、これがイメージとしてはま

だ道半ばで、5 合目とか、そういう状況でしょうか。 

鶴羽 [A]：いわゆる相手がいる交渉ごとですので、どこまでできるかというのもありますけれど

も、まだ余地はあります。ただ、確か前回も申したと思いますが、全てを一本化するのが本当にい

いのか悪いのか。原価は下がっても、他のところで上がっていないかとか、財布の出所ですよね、

そこをよく見ながら交渉していきたいと思っております。 
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 [Q]：なるほど。分かりました。ありがとうございます。 

2 点目が、あらためて免税の事業と、中国向けの事業というところで確認させていただきたいで

す。御社は今期計画で、免税は恐らく計画はゼロだったのではないかなと思います。今、足元で月

間数千万円とか、このまま行くと数億円という規模になっていくので、ここはちょっとプラスアル

ファになっていく可能性があるのかなと思いましたが、その辺りの確認です。 

一部報道によると、中国の方が国内で薬が十分にないということで、クロスボーダーで日本のドラ

ッグストアでコロナ関連のキットとか薬を買いたいという需要が相当強いみたいなお話があったり

します。その辺りがプラスアルファになったりする可能性とか、その辺りはいかがでしょうか。 

鶴羽 [A]：ありがとうございます。 

免税に関しては、おっしゃったとおり、今回の計画には全く入れていませんので、純粋にプラスオ

ンという形になります。結構われわれも、このインバウンド店を、この 2～3 年で整理して閉店し

た部分も結構大きいですので、戻ってきたとしても、そんなに大きな数値には、インバウンドの免

税自体はならないかなと思っております。 

ただ、そうは言っても、ピーク時は 2.5%ぐらい、全体の売上に対して 2019 年ぐらいまではあっ

たわけですから、今それが戻ってきて、0.2 とか 0.3 ぐらいのレベルでは寄与していくものかなと

は考えております。 

中国人の方の総合感冒薬の日本での買い占めは、そういう話があるとは報道等では聞いています

が、まだ全体にすごいインパクトを出しているかというと、まだ少し情報の確認は取れていませ

ん。でも、わずかながらそういった部分もあるかもしれませんが、全体に対する影響度はそうでも

ないかなとわれわれは思っております。 

 [Q]：今のところ免税も、そういった中国人の需要も、そこまで業績影響があるほど大きくなる可

能性は低いのではないかというお見立てということですね。 

鶴羽 [A]：そうです。0.5 行くか行かないかぐらいの影響はあるかもしれません。それが大きいと

見るか小さいと見るかですけれども。当初は 2.5 ぐらいありましたので、それに比べるとだいぶ減

るものだという前提でわれわれは計画を立てています。 

[Q]：分かりました。ありがとうございます。 

最後、3 点目です。先ほどの質疑の中で、食品強化の話がいろいろありました。少し補足で、特に

東北エリアでの食品部分での競合というところで、アオキは影響が少ないとしても、薬王堂さんは
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かなり強化されているということで、生鮮を、そういった後発のところがより工夫して、自分でや

るような部分も含めて強化しているということだと思います。 

御社は、生鮮については、先ほどのご説明だと、そこまで自力で力を入れないで、あくまで委託で

やっていて、食品の生鮮のところだけでは勝負しないで、それ以外の品ぞろえとか、専門性、サー

ビス等で勝負していくというようなことでしょうか。特に東北エリアでの競合の部分について、少

し補足でいただければと思います。 

鶴羽 [A]：今、もうおっしゃったとおりで、食品もやりますが、本当に食品を自前でやるという

と、なかなかわれわれはまだそういうノウハウもありませんし、当然手間とコストがかかりますの

で、今の段階では、やはり外部委託でもいいところを連れてきて提供するというところで、あくま

でも利便性ですね。 

そこでなかなか競合ドラッグに限らず、SM との勝負になると、そこは勝負すべきものではないと

私は考えていますので。勝負すべきところは違うところでと考えております。 

山崎 [M]：ありがとうございます。 

先ほどご指摘いただきました決算補足資料ですが、今、フルバージョンがアップロードされており

ます。大変申し訳ございませんでした。ご確認いただければと思います。 

最後、ご質問 1 名いらっしゃいますので、こちらが最後になるかと思います。よろしくお願いいた

します。 

 [Q]： 1 問、販管費について教えていただければと思います。 

セカンドクォーターだけを取り出すと、事業会社別で売上の伸びと販管費の伸びのバランスを見て

いると、ツルハの単体と、杏林堂の販管費の伸びがちょっと強くなっているのかなと思いますが、

電気代の状況であるとか、人件費のコントロールの余地であるとか、事業会社ごとに違いがあるの

か、実績における違いであるとか、今後の懸念なり改善余地の違いなどを事業会社別にあれば教え

ていただければと思います。お願いします。 

村上 [M]：ご質問ありがとうございます。事業会社ごとの違いという意味では、まずお話がありま

した、今期、電気代の上昇がございますけれども、この電気代について、やはりフォーマットによ

って消費電力、それから電気料が違うという違いがございます。 

例えば、くすりの福太郎さんは、比較的店舗が小さくて、食品等が置いてございませんので、食品

強化型の店舗に比べると絶対消費量が少ないといった面で、販管費の伸び等に差が出ています。 
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もう 1 点は、新店です。前期の新店、それから今期の新店、出店数によって、この販管費の増が違

うと。この 2 点がございます。 

それで、ちょっと杏林堂さんについては、先ほど少し触れましたが、9 月に台風の影響でかなり被

害を受けた店舗等がございましたので、そういう廃棄のロスだとか、そういうものが今期ちょっと

計上されているというのが全体感かなということでございます。 

よろしいでしょうか。 

[Q]：ありがとうございます。電気代の違いはあって、人件費のコントロールは各社同じぐらいで

きているし、今後もできるだろうという見方でよろしいでしょうか。 

村上 [A]：前々期から導入いたしました、いわゆる人時をコントロールする仕組みについては、

今、2,000 店舗を超えた店舗で導入しております。ですから、基本的には人件費の管理はグループ

共通でということでございますけれども。 

1 点差があるのが、やはり業績連動をある程度入れている会社が、7 社中全部ではありませんが一

定数ございまして、その部分での賞与の業績に応じたアップダウンに若干差が出るというところが

事業会社間での違いがあるということをご理解いただければと思います。 

以上です。 

 [Q]：分かりました。その影響があるのはフォースクォーターという理解でいいですか。 

村上 [A]：賞与は 2 回、事業会社ごとで出ておりますので、それが出るのが第 2 クォーターと第 4

クォーターです。引当金の計上の前後もございますけれども、基本的には第 2 四半期、第 4 四半期

でそこの差が出てくるとご理解いただければと思います。 

山崎 [M]：ありがとうございました。 

お時間になりましたので、以上で質疑応答を終了とさせていただきます。ありがとうございまし

た。 

それでは、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 2 四半期決算

説明会を終了させていただきます。 

本日は、ご参加いただきまして、誠に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。 

［了］ 
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______________ 

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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