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第３０期（平成２２年３月期） ３月の売上の状況に関するお知らせ 

 

Ⅰ．平成２２年３月期 ３月の売上の状況（３月単月ベース） 

（百万円単位：単位未満は切捨表示） 
 全社計画 全社実績 差額 

ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ収入 ３，３５４ ３，２７５ △７９ 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 ３，１７２ ３，００９ △１６２ 

ｶﾗｵｹ収入 ６０２ ５４１ △６１ 

ｽﾎﾟｯﾁｬ収入 ９５９ ９２３   △３６ 

その他収入   ２９６ ２４５ △５１ 

総売上 ８，３８７ ７，９９５ △３９１ 

 
 全社計画比 全社前年比 既存店前年比 

ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ収入 △２．４％ ＋９．３％ △１．９％ 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 △５．１％ ＋７．３％ △３．８％ 

ｶﾗｵｹ収入 △１０．２％ ＋３．７％ △１２．７％ 

ｽﾎﾟｯﾁｬ収入 △３．８％ △４．１％ △８．８％ 

その他収入 △１７．４％ △５．２％ △１４．６％ 

総売上 △４．７％ ＋６．０％    △４．７％ 

 
Ⅱ．平成２２年３月期 ３月までの売上の状況（４月～３月累計ベース） 

（百万円単位：単位未満は切捨表示） 
 全社計画 全社実績 差額 

ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ収入 ３１，０００ ３０，７８７ △２１２ 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 ３３，８３０ ３３，４０５ △４２４ 

ｶﾗｵｹ収入 ６，１６０ ６，０３７ △１２２ 

ｽﾎﾟｯﾁｬ収入 ９，０１０ ８，９６３   △４６ 

その他収入 ３，０００ ２，９１８ △８１ 

総売上 ８３，０００ ８２，１１３ △８８６ 

 

 全社計画比 全社前年比 既存店前年比 

ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ収入 △０．７％ ＋８．７％ △４．０％ 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 △１．３％ ＋３．７％ △９．８％ 

ｶﾗｵｹ収入 △２．０％ ＋６．２％ △１３．１％ 

ｽﾎﾟｯﾁｬ収入 △０．５％ △３．４％ △９．２％ 

その他収入 △２．７％ ＋１８．３％ △３．９％ 

総売上 △１．１％ ＋５．３％ △７．７％ 

 

① 単位未満は切捨表示しておりますので、上記数字を単純計算しても単位未満の数字によっては、 

実際の数値と若干の差異が生じる場合があります。 

② 監査法人による監査前の売上を集計しております。 

③ オープンから１２ヶ月以上経過した店を既存店としております。 

④ 平成２２年３月末現在の総店舗数は１０５店舗で,うち８９店舗が既存店舗となっております。 

⑤ 平成２２年２月１０日発表の計画と対比させております。 

 



 

Ⅲ．平成２２年３月期 （４月～３月）の売上高既存店前年比推移 

 ４月 ５月 ６月 １Ｑ 

ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ収入 △４．０％ ＋２．７％ △２．６％ △１．１％ 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 △１０．６％ △４．８％ △１１．４％ △８．７％ 

ｶﾗｵｹ収入 △１２．２％ △５．８％ △１４．１％ △１０．５％ 

ｽﾎﾟｯﾁｬ収入 △３．２％ △３．８％ △１５．９％ △７．１％ 

その他収入 ＋６．８％ ＋１１．６％ ＋８．１％ ＋９．０％ 

総売上 △６．９％    △１．７％   △８．４％   △５．４％ 

既存店数（全店数） ８１店（９６店） ８２店（９６店） ８２店（９７店） ※ 

 

 ７月 ８月 ９月 ２Ｑ １Ｑ～２Ｑ

ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ収入 ＋５．０％ △５．２％ △１．１％ △１．０％ △１．１％

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 △９．８％ △１４．８％ △１２．９％ △１２．７％ △１０．８％

ｶﾗｵｹ収入 △８．８％ △１７．７％ △１１．３％ △１３．１％ △１１．８％

ｽﾎﾟｯﾁｬ収入 ＋１．０％ △１１．６％ △０．７％ △５．５％ △６．３％

その他収入 ＋６．８％ △２．５％ △１．０％ ＋０．８％ ＋４．７％

総売上 △３．１％ △１０．９％ △６．９％ △７．４％ △６．４％

既存店数（全店数） ８２店（９９店） ８２店（100 店） ８３店（101 店） ※ ※ 
 

 １０月 １１月 １２月 ３Ｑ １Ｑ～３Ｑ

ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ収入 △６．２％ △１１．９％ △７．７％ △８．６％ △３．５％

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 △１２．５％ △９．７％ △５．９％ △９．２％ △１０．３％

ｶﾗｵｹ収入 △１２．０％ △１８．２％ △１５．６％ △１５．３％ △１３．０％

ｽﾎﾟｯﾁｬ収入 △１０．５％ △２１．９％ △１６．９％ △１６．６％ △９．２％

その他収入 △４．４％ △１４．２％ △１６．８％ △１２．１％ △０．９％

総売上 △９．７％ △１２．７％ △８．８％ △１０．３％ △７．７％

既存店数（全店数） ８３店（103 店） ８４店（103 店） ８４店（104 店） ※ ※ 
 

 １月 ２月 ３月 ４Ｑ ３Ｑ～４Ｑ 通期 

ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ収入 △７．４％ △７．０％ △１．９％ △５．３％ △６．８％ △４．０％

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 △１０．７％ △１１．１％ △３．８％ △８．５％ △８．８％ △９．８％

ｶﾗｵｹ収入 △１３．２％ △１５．１％ △１２．７％ △１３．６％ △１４．４％ △１３．１％

ｽﾎﾟｯﾁｬ収入 △１０．３％ △８．８％ △８．８％ △９．４％ △１２．４％ △９．２％

その他収入 △１０．４％ △８．０％ △１４．６％ △１１．２％ △１１．６％ △３．９％

総売上 △９．６％  △９．４％ △４．７％ △７．８％ △９．０％ △７．７％

既存店数（全店数） ８７店（104 店） ８７店（104 店） ８９店（105 店） ※ ※ ※ 
≪コメント≫ 

受験シーズン終了と共に、新型インフルエンザの影響により遠のいていたファミリー層（中高生を含

む）の客足が戻るに連れ、業績に回復感が出はじめました。また当月は前年同月に比べ、土曜・日曜・

祝日の合計日数が１日少なかったことを考慮すると、実質としての既存店の売上実績は、ほぼ前年並み

に近づいて参りました。当面は外部環境が急激に好転することは考えにくい状況ですが、過去に実施さ

れた『地域振興券』や『定額給付金』が業績を押し上げた実績を勘案すると、４月からの『高校授業料

無償化』や、６月からの『子ども手当の支給』が追い風となる可能性があります。 

 

（各種ＩＲ情報や新型機種の導入状況等に関しては、弊社ホームページに掲載しております。 http://www.round1.co.jp ） 

 

※ 月次売上発表のタイミングに関しては、月初の曜日や休日の関係によりアミューズメントの集金タ

イミング等が異なるため発表日は毎月変わりますが、即時開示を原則とし、概ね５日から１１日の間の

開示に努めております。 

 

 

【平成２２年３月期決算発表予定日のお知らせ】 

平成２２年５月１４日（金）１５時頃予定を予定しております。 

以 上 


