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第 37 期（平成 29 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 29 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 2,281 △2.8% +0.6% 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 3,605 +12.4% +11.5% 

ｶﾗｵｹ収入 741 △2.2% +1.3% 

ｽﾎﾟｯﾁｬ収入 1,305  +5.0%  +1.8% 

その他収入 266  △2.8%  +1.3% 

総売上 8,199 +4.7% +5.4% 

 

Ⅱ．平成 29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 17,416 △2.3% △1.8% 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 30,062 +7.7% +5.4% 

ｶﾗｵｹ収入 6,428 △0.9% △0.6% 

ｽﾎﾟｯﾁｬ収入 9,686  △1.0%  △4.1% 

その他収入 2,423  +0.3%  +1.0% 

総売上 66,017 +2.5% +1.2% 

 

 

 

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 29年 1月末現在の日本国内総店舗数は 107 店舗で、うち 105 店舗が既存店舗となります。 
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Ⅲ．平成 29年 3 月期（4月～1 月）の既存店売上高 前年比推移 

 

 

 

 

≪コメント≫ 

 当月の既存店売上は、すべての部門で前年を上回る結果となりました。アミューズメントにつきま

しては、メダルゲームや通信型カードゲーム等が好調に推移し、既存店前年対比 11.5％増となり、既

存店総売上前年対比 5.4％増となりました。 

 なお、土日祝日数は１日減少したものの、正月期間中での曜日の変化であり、実質的な日数の増減

はなく、曜日による売上への影響は無いものと考えております。 

また、2月に入っての売上も引き続き堅調に推移しております。 

 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 △2.0% △1.5% +4.0% △0.1% △1.5% △7.8% △4.9% △5.1% △2.7%

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ +0.2% +7.4% +9.6% +5.7% +13.1% +1.1% +2.9% +5.3% +5.5%

ｶﾗｵｹ +0.4% △5.0% △2.1% △2.4% +1.4% △5.3% +2.0% △1.1% △1.7%

ｽﾎﾟｯﾁｬ +1.6% △1.1% △2.3% △0.5% △2.0% △12.1% △13.5% △10.2% △6.0%

その他 +12.8% +7.7% +6.0% +8.8% +2.2% △5.1% △3.9% △2.5% +2.8%

総売上 +0.2% +2.4% +5.1% +2.5% +5.5% △4.6% △2.3% △1.0% +0.6%

既存店数 112 店 112 店 111 店 
※ 

111 店 111 店 107 店 
※ ※ 

（全店数） （114 店） （114 店） （113 店） （113店） （113 店） （109 店）

土日祝 日数 
+1 △1 ±0 ±0 +2 △1 △1 ±0 ±0 

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 △0.4% △3.4% +1.2% △0.7% +0.6%

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ +8.5% △1.3% +1.3% +2.8% +11.5%

ｶﾗｵｹ +7.8% △5.9% +1.3% +1.1% +1.3%

ｽﾎﾟｯﾁｬ +5.6% △13.2% +0.0% △2.7% +1.8%

その他 △1.1% △5.6% △1.8% △2.8% +1.3%

総売上 +5.2% △4.3% +1.0% +0.7% +5.4%

既存店数 106 店 106 店 106 店 
※ 

105 店 105 店 105 店 
※ ※ 

（全店数） （109 店） （109 店） （109 店） （107店） （107 店） （107 店）

土日祝 日数 
+1 △1 +1 +1 △1 △1 ±0 △2 △1 

前年差異 


