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第 36 期（平成 28 年 3 月期） 1 月の売上の状況に関するお知らせ（速報） 

 

Ⅰ．平成 28 年 3 月期 1月の売上の状況 

（百万円単位：単位未満は切捨表示） 

 全社実績 全社前年比 既存店前年比 

ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ収入 2,345 △3.5% △4.5% 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 3,208 △1.0% △2.4% 

ｶﾗｵｹ収入 757 △2.6% △3.8% 

ｽﾎﾟｯﾁｬ収入 1,243 +11.2%  +11.2% 

その他収入 270  +11.8% +10.2% 

総売上 7,825 +0.2% △0.8% 

 

Ⅱ．平成 28年 3 月期 1 月までの売上の状況（4 月～1 月累計） 

（百万円単位：単位未満は切捨表示） 

 全社実績 全社前年比 既存店前年比 

ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ収入 17,824 △9.1% △10.1% 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 27,924 △6.7% △8.2% 

ｶﾗｵｹ収入 6,486 △6.3% △7.6% 

ｽﾎﾟｯﾁｬ収入 9,784  +6.9%  +5.7% 

その他収入 2,412  +11.0%  +10.3% 

総売上 64,432 △4.9% △6.2% 

 

 

 

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 米国子会社の店舗を除いた金額を集計しております。 

⑤ 平成 28年 1月末現在の日本国内総店舗数は 113 店舗で、うち 112 店舗が既存店舗となります。 
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Ⅲ．平成 28年 3 月期（4月～1 月）の既存店売上 前年比推移 

 

 

 

 

≪コメント≫ 

1 月の既存店売上前年比は、お正月期間が前年に比べ短かったものの、前半は比較的堅調に推

移いたしましたが、後半は週末に記録的な寒波が到来した影響もあり、わずかなマイナスとなり

ました。 

また、2月 1 日より、従来店頭で発行していたクラブ会員カードの機能を「ラウンドワンアプ

リ」に追加いたしました。今後は「ラウンドワンアプリ」を利用して、クラブ会員様への販売促

進活動を実施してまいります。 

なお、1 月 11 日をもちまして、柏店を閉店いたしましたが、業績に与える影響が軽微なため、

計画に変更はございません。 

 今後も業績向上に努めてまいります。 

 
 （各種ＩＲ情報や最新企画等に関しましては、弊社ホームページで随時お知らせしております。 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、概ね毎月 5日から 11日の間の開示に努め 

ております。 

 

 

以 上 

 

  4 月 5 月 6 月 
第 1 

7 月 8 月 9 月 
第 2 上半期

四半期 四半期 累計 

ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ △16.6% △8.6% △15.8% △13.5% △7.5% △18.1% △1.1% △10.2% △11.8%

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ △8.0% △6.4% △12.7% △8.9% △9.8% △13.9% △7.3% △10.7% △9.9%

ｶﾗｵｹ △9.4% △3.5% △10.4% △7.6% △5.5% △16.7% △7.4% △10.7% △9.2%

ｽﾎﾟｯﾁｬ △0.7% +5.8% △8.9% △0.7% +8.8% +1.0% +25.9% +9.4% +4.8%

その他 +5.3% +7.7% +4.7% +6.0% +12.9% +9.8% +15.8% +12.7% +9.5%

総売上 △9.4% △4.6% △12.0% △8.5% △5.8% △12.3% △0.5% △7.0% △7.8%

既存店数 111 店 111 店 111 店 
※ 

111 店 111 店 111 店 
※ ※ 

（全店数） （113 店） （113 店） （113 店） （113店） （113 店） （113 店）

土日祝 日数 
±0 +2 △1 +1 ±0 ±0 +1 +1 +2 

前年差異 

  10 月 11 月 12 月 
第 3 

1 月 2 月 3 月 
第 4 下半期

四半期 四半期 累計 

ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ △7.0% △12.3% △7.7% △8.9% △4.5%

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ △6.6% △13.4% △1.0% △6.8% △2.4%

ｶﾗｵｹ △6.3% △8.5% △2.9% △5.6% △3.8%

ｽﾎﾟｯﾁｬ +6.6% +0.3% +9.5% +5.4% +11.2%

その他 +12.9% +10.9% +12.0% +11.9% +10.2%

総売上 △4.4% △9.9% △1.5% △5.1% △0.8%

既存店数 111 店 113 店 113 店 
※ 

112 店 112 店 112 店 
※ ※ 

（全店数） （113 店） （113 店） （114 店） （113店） （113 店） （113 店）

土日祝 日数 
+1 △1 ±0 ±0 +1 ±0 ±0 +1 +1 

前年差異 


