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第 31 期（平成 23 年 3 月期） 3 月の売上の状況に関するお知らせ（速報ベース） 

 

Ⅰ．平成 23 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） 

 全社実績 全社前年比 既存店前年比 

ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ 3,124 △4.6% △6.6% 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ 3,012 ＋0.1%     △2.8% 

ｶﾗｵｹ 585 ＋8.2%      +4.6% 

ｽﾎﾟｯﾁｬ 914 △1.0% △1.0% 

その他 221 △9.5% △14.8% 

総売上 7,859 △1.7% △4.0% 

 

Ⅱ．平成 23 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 31,300 30,928 △371 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ     35,100 35,049 △50 

ｶﾗｵｹ    6,700          6,665 △34 

ｽﾎﾟｯﾁｬ    8,800          8,748 △51 

その他    2,600          2,603 ＋3 

総売上 84,500 83,995 △504 

  

 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 △1.2%  ＋0.5% △3.7% 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入  △0.1%     ＋4.9%       ＋0.0% 

ｶﾗｵｹ収入  △0.5%       ＋10.4% ＋3.4% 

ｽﾎﾟｯﾁｬ収入    △0.6% △2.4% △4.5% 

その他収入   ＋0.1% △10.8% △14.5% 

総売上 △0.6% ＋2.3% △2.2% 

 

 

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 23 年 3 月末現在の日本国内総店舗数は 108 店舗で、うち 104 店舗が既存店舗となってお

ります。 

 



Ⅲ．平成 23 年 3 月期（4月～3月）の既存店売上高 前年比推移 

 

 4 月 5 月 6 月 
第 1 

四半期
7月 8 月 9 月 

第 2 

四半期 

2Q 

累計 

ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ △1.2% △7.8% △9.1% △6.1% △6.6% △7.1% △5.2% △6.4% △6.2%

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ △0.6% △11.1% △3.7% △5.7% +2.0% +1.0% △0.4% +0.8% △2.3%

ｶﾗｵｹ △5.9% △11.2% △6.3% △8.1% +2.5% +2.8% +2.6% +2.7% △2.5%

ｽﾎﾟｯﾁｬ △7.2% △15.4% △9.4% △11.3% △6.7% △9.9% △16.5% △11.1% △11.2%

その他 △13.7% △20.8% △21.4% △18.9% △19.1% △15.3% △11.6% △15.4% △17.1%

総売上 △2.5% △10.8% △7.2% △7.2% △2.8% △3.9% △4.2% △3.7% △5.3%

既存店数 

（全店数） 

94 店 

（105 店） 

96 店 

（105 店） 

96 店 

（106 店） 
※ 

97 店 

（106 店）

99 店 

（106 店）

100 店 

（106 店） 
※ ※ 

土日祝 日数 

前年差異 
0 0 0 0 +1 △1 △1 △1 △1 

 

 10 月 11 月 12 月 
第 3 

四半期
1月 2 月 3 月 

第 4 

四半期 

3Q-4Q 

累計 
通期 

ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ +3.8% △2.6% 1.8% +1.1% △1.0% △1.9% △6.6% △3.3% △1.4% △3.7%

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ +7.9% +0.8% +3.0% +3.8% △0.1%  +6.3% △2.8% +0.8% +2.3% +0.0%

ｶﾗｵｹ +12.7% +6.3% +12.7% +10.8% +8.3% +11.0% +4.6% +7.8% +9.2% +3.4%

ｽﾎﾟｯﾁｬ +6.4% △0.5% +6.9% +4.4% +2.0% +6.2% △1.0% +1.9% +2.9% △4.5%

その他 △6.9% △11.1% △9.8% △9.3% △12.5% △15.2% △14.8% △14.1% △11.8% △14.5%

総売上 +6.0% △0.5% +3.3% +3.0% +0.0% +2.6% △4.0% △0.7% +1.0% △2.2%

既存店数 

（全店数） 

101 店 

（106 店） 

103 店 

（106 店） 

103 店 

（106 店） 
※ 

104 店 

（106 店）

104 店 

（106 店）

104 店 

（108 店） 
※ ※ ※ 

土日祝 日数 

前年差異 
+1 △1 0 0 △1 0 0 △1 △1 △2 

 

≪コメント≫ 

  

平成 23 年 3 月 11 日に発生いたしました「東日本大震災」により被災された皆様におかれましては、謹

んでお見舞い申し上げます。一日も早い復旧を心よりお祈り申し上げます。 

 

弊社におきましても、地震による施設の損傷（内装）や、その後のガソリン不足、電力供給不足による

計画停電や節電協力のための営業時間短縮等により業績に影響が生じました。 

 また震災日以降、お客様からの営業再開の声に応えるべく全社で鋭意に取り組んだ結果、最も損傷程度

の大きかった東北地方の「仙台苦竹店」・「盛岡店」・「郡山店」は既に営業を再開しており、明日に予定し

ております「福島店」の営業再開をもって、全店舗の営業を再開することが出来る見込みとなりました。 

なお営業を再開した店舗におきましても、施設稼働の一部停止や、営業時間の短縮等を実施しており、

震災前の状況に回復するまでには今しばらくの時間を要する模様です。 

一方、東日本地区におきましては、旅行の自粛ムードや大型レジャー施設等の休業が続き、またインフ

ラの不備等によるストレスを強いられる生活が続いている中、『安近短レジャー』である弊社施設では、春

休み以降の客足は家族連れ等の増加により急回復しており、前年同月を上回っている状況が続いておりま

す。また西日本地区をおきましても、震災前より回復トレンドに転じており、引き続き好調な状態です。 

なお前月にオープンしました「府中本町駅前店」と「梅田店」は想定通りの好調なスタートとなってお

ります。 



 

【参考】被災状況別既存店売上の前年比（平成 23 年 3 月単月） 

 

 既存店 104 店舗 
盛岡店・仙台苦竹店・郡山店・

福島店を除いた 100 店舗 
東北・関東地区を除く 66 店舗

ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ収入 △6.6% △4.8% +2.5% 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入    △2.8%     △0.4% +3.1% 

ｶﾗｵｹ収入     +4.6% +7.3% +14.5% 

ｽﾎﾟｯﾁｬ収入        △1.0% +2.6% +11.9% 

その他収入 △14.8% △13.6% △10.6% 

総売上 △4.0% △1.8% +4.3% 

 

（営業再開状況や各種ＩＲ情報等に関しては、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。 

 

 

＜お知らせ＞ 

平成 23 年 3 月期の決算発表は、5月 11 日（水）の 15 時頃を予定しております。 

 

以 上 


