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第３０期（平成２２年３月期） ２月の売上の状況に関するお知らせ 

 

Ⅰ．平成２２年３月期 ２月の売上の状況（２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 ２，５９０ ２，４５７ △１３３ 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 ２，６８９ ２，４２８ △２６１ 

ｶﾗｵｹ収入 ５００ ４３９ △６０ 

ｽﾎﾟｯﾁｬ収入 ６３２ ６２２   △１０ 

その他収入   ２５２ ２２２ △３０ 

総売上 ６，６６５ ６，１６９ △４９５ 

 
 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 △５．１％ ＋５．６％ △７．０％ 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 △９．７％ ＋１．８％ △１１．１％ 

ｶﾗｵｹ収入 △１２．２％ ＋４．１％ △１５．１％ 

ｽﾎﾟｯﾁｬ収入 △１．６％ △２．４％ △８．８％ 

その他収入 △１１．９％ ＋５．５％ △８．０％ 

総売上 △７．４％ ＋３．１％    △９．４％ 

 
Ⅱ．平成２２年３月期 ２月までの売上の状況（４月～２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 ２７，６４５ ２７，５１１ △１３３ 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 ３０，６５７ ３０，３９６ △２６１ 

ｶﾗｵｹ収入 ５，５５７ ５，４９６ △６０ 

ｽﾎﾟｯﾁｬ収入 ８，０５０ ８，０４０   △１０ 

その他収入 ２，７０３ ２，６７３ △３０ 

総売上 ７４，６１２ ７４，１１７ △４９５ 

 

 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 △０．５％ ＋８．６％ △４．３％ 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 △０．９％ ＋３．３％ △１０．４％ 

ｶﾗｵｹ収入 △１．１％ ＋６．４％ △１３．２％ 

ｽﾎﾟｯﾁｬ収入 △０．１％ △３．３％ △９．３％ 

その他収入 △１．１％ ＋２１．１％ △２．７％ 

総売上 △０．７％ ＋５．２％ △８．０％ 

 

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２月末現在の総店舗数は１０４店舗で,うち８７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～２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 

ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ収入 △７．４％ △７．０％ 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 △１０．７％ △１１．１％ 

ｶﾗｵｹ収入 △１３．２％ △１５．１％ 

ｽﾎﾟｯﾁｬ収入 △１０．３％ △８．８％ 

その他収入 △１０．４％ △８．０％ 

総売上 △９．６％  △９．４％ 

既存店数（全店数） ８７店（104 店） ８７店（104 店）

≪コメント≫ 

２月に入って本格的な受験シーズンを迎えましたが、新型インフルエンザの影響によるファミリー層

の落ち込みは依然として続いており、当月も軟調な結果となりました。 

この状況は受験シーズンが終わる春休み前までは続くことが予想されますが、当社では新しくメール

会員制度を充実させるとともに、アミューズメントのメダル増量キャンペーンや、新型機種の大量導入

等により、他のセンターとの差別化を一層顕著にすることで、業績の回復に努めております。 

 

（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 ） 

 

【近日オープン予定店舗】 

◆ラウンドワン さいたま・鴻巣店（平成２２年３月２０日オープン予定） 

 
 

※ 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。 

 

 

以 上 


