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平成 25 年 12 月度 月次営業速報に関するお知らせ 

 
１．連結月次前年対比伸び率 

  

（注）1.月次営業速報は毎月 15 日締となっております。 

   2.上記数値は、当社グループの営業速報に基づいて作成されており、実際の業績と営業速報値では差異が発生する可

能性があります。 

   3.既存店は、開店後 13 ヶ月を経過した店舗を対象に算出しており、対象店舗は変動いたします。 

   4.上記前年対比伸び率の既存店数値には、ＦＣ店を含んでおりません。 

    5.店舗の状況について 

      ※1 平成 25 年７月１日に事業譲受したかねまん薬局総本店マルモ薬品㈱の２店舗を含んでおります｡ 

      ※2 平成 25 年７月１日に事業譲受したかねまん薬局総本店マルモ薬品㈱の１店舗を含んでおります。 

      ※3 平成 25 年８月 16 日付で取得した㈱ウエダ薬局の 14 店舗を含んでおります。 

      ※4 平成 25 年 10 月１日に事業譲受した㈱かもめ 15 店舗のうち開店済の１店舗を含んでおります。 

      ※5 平成 25 年 10 月１日に事業譲受した㈱かもめ 15 店舗のうちの 14 店舗を含んでおります。    

 

 

 

平成 26 年５月期 （平成 25 年５月 16 日～平成 26 年５月 15 日） 

月度 

前年対比伸び率 
店舗の状況（直営店） 

売上 客数 客単価 

全店 既存店 全店 既存店 全店 既存店 開店 閉店 店舗数 

６月 4.6 -0.7 4.0 -2.1 0.5 1.4 2 1 1,075 

７月 6.6 1.2 6.8 0.5 -0.3 0.7 (※1)  10 0 1,085 

８月 7.4 1.1 6.4 -0.7 0.9 1.8 (※2)  10 0 1,095 

９月 5.7 -1.0 4.7 -2.9 0.9 1.9 (※3)  19 2 1,112 

10 月 8.0 0.5 7.2 -1.3 0.7 1.8 (※4)  15 5 1,122 

11 月 7.7 -0.3 7.6 -1.5 0.0 1.2 (※5)  27 3 1,146 

12 月 8.0 0.5 9.9 0.9 -1.8 -0.4 13 7 1,152 

１月          

２月          

３月          

４月          

５月          

累計 6.8 0.2 6.6 -1.0 0.2 1.2 96 18 1,152 
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２．開店・閉店の状況（平成 25 年 11 月 16 日～平成 25 年 12 月 15 日） 

 

≪開 店≫ 

日 付 店  名 所 在 地 店舗運営会社 

11月21日 くすりの福太郎木下店 千葉県印西市 ㈱くすりの福太郎 

11月21日 ツルハドラッグ金成店 宮城県栗原市 ㈱ツルハ 

11月28日 ツルハドラッグ清田店 札幌市清田区 ㈱ツルハ 

11月28日 ツルハドラッグ美幌新町店 北海道網走郡美幌町 ㈱ツルハ 

11月28日 ツルハドラッグ藤島店 山形県鶴岡市 ㈱ツルハ 

11月28日 ドラッグストアウェルネス東伯店 鳥取県東伯郡琴浦町 ㈱ウェルネス湖北 

12月１日 ツルハドラッグ音更店 北海道河東郡音更町 ㈱ツルハ 

12月２日 薬局くすりの福太郎飯田橋店(調剤専門) 東京都新宿区 ㈱くすりの福太郎 

12月５日 ツルハドラッグ仙台沖野店 仙台市若林区 ㈱ツルハ 

12月５日 ビッグダウン鹿沼店 栃木県鹿沼市 ㈱ツルハ 

12月５日 ドラッグストアウェルネス桜谷店 鳥取県鳥取市 ㈱ウェルネス湖北 

12月６日 くすりの福太郎大島駅前店 東京都江東区 ㈱くすりの福太郎 

12月12日 ツルハドラッグ甲斐篠原店 山梨県甲斐市 ㈱ツルハ 

 

≪閉 店≫ 

日 付 店  名 所 在 地 店舗運営会社 

11月16日 クスリのツルハ北郷店 札幌市白石区 ㈱ツルハ 

11月16日 ツルハドラッグ富士吉田店 山梨県富士吉田市 ㈱ツルハ 

11月16日 ツルハドラッグアクロス黒石店 青森県黒石市 ㈱ツルハ 

11月16日 ツルハドラッグ上野幌店 札幌市厚別区 ㈱ツルハ 

11月18日 ツルハドラッグ鉾田店 茨城県鉾田市 ㈱ツルハ 

11月18日 ツルハドラッグ仙台八木山店 仙台市太白区 ㈱ツルハ 

12月１日 ツルハドラッグ音更店 北海道河東郡音更町 ㈱ツルハ 

 

≪その他の状況≫ 

◎次の店舗に調剤薬局を開局いたしました。 

日 付 店  名 所 在 地 店舗運営会社 

12月１日 ツルハドラッグ南８条店 札幌市中央区 ㈱ツルハ 

12月１日 ツルハドラッグ南林間駅前店 神奈川県大和市 ㈱リバース 

12月１日 ツルハドラッグ尼崎武庫元町店 兵庫県尼崎市 ㈱ツルハ 

12月２日 くすりの福太郎春日部店 埼玉県春日部市 ㈱くすりの福太郎 

12月６日 くすりの福太郎大島駅前店 東京都江東区 ㈱くすりの福太郎 

 

◎11 月 16 日付けで株式会社ツルハが株式会社ウエダ薬局を吸収合併し、13 店舗が株式会社ツルハに移管さ

れました。 

 

３．グループ店舗数内訳 

店舗ブランド 店舗運営会社 店舗数 
 

うち調剤薬局 

 
ツルハドラッグ 

株式会社ツルハ 863 138 

株式会社リバース 55 9 

 くすりの福太郎 株式会社くすりの福太郎 172 81 

 ドラッグストアウェルネス 株式会社ウェルネス湖北 61 15 

 ツルハｅコマース 株式会社ツルハｅコマース 1 － 

国内店舗 計 1,152 243 

              上記のほか、海外店舗 13 店舗、ＦＣ加盟店舗１店舗を展開しております。 
 

 


