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第 42期（2022 年３月期） 10月の売上の状況に関するお知らせ（速報） 

 

Ⅰ．2022年３月期 10月の売上の状況（国内） 

（百万円単位：単位未満は切捨表示） 

  全社実績 既存店平常時対比 

ボウリング  1,049 △25.0% 

アミューズメント  3,020  +7.7% 

カラオケ    337 △30.0% 

スポッチャ    585 △27.7% 

その他    187 △17.7% 

総売上  5,180  △9.6% 

 

Ⅱ．2022年３月期４月～10月までの売上の状況（国内） 

（百万円単位：単位未満は切捨表示） 

  全社実績 既存店平常時対比 

ボウリング  6,646 △44.4% 

アミューズメント 17,295 △24.3% 

カラオケ  1,489 △64.2% 

スポッチャ  4,273 △43.8% 

その他  1,234 △29.8% 

総売上 30,939 △36.0% 

 

 

 

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 オンラインクレーンゲーム事業及び海外子会社の店舗を除いた金額を集計しております。 

④ 既存店平常時対比については、2019 年２月～2020 年１月の期間を比較対象としております。 
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Ⅲ．2022年３月期４月～10月の既存店売上高 平常時対比推移（国内） 

 

 

≪コメント≫ 

10月度の既存店売上高の平常時（一昨年）対比は 9.6％減となりましたが、一昨年度は台風 19号の

被害を受け東日本の約 50 店舗にて土曜日を１日休業にした影響がございます。本年度の営業状況につ

きましては、10 月 1 日時点で 66 店舗がカラオケの時短営業および飲食の制限を実施しておりました

が、10月 25日には沖縄の２店舗を除く 97店舗が通常営業を行い、11月１日には全店舗が通常営業を

行っております。 

10 月 22 日にオープンいたしましたイーアス春日井店は『世界最大級のクレーンゲームパーク』を

備えており、アミューズメントを中心に好調な滑り出しとなっております。 

また、11月２日より新潟店と札幌・白石本通店が『ギガクレーンゲームパーク』としてリニューア

ルオープンをしており、11 月 19日には長野店と札幌北 21条店が同様にリニューアルオープン予定と

なります。 

 

米国の 10 月度既存店売上高の平常時（一昨年）対比は、概ね 21％増となりました。一昨年度に比

べて土日祝日数が２日多かったことを勘案しますと、実質 10％増程度であったと推察されます。 

中国におきましては、10 月 10 日に２店舗目となる深圳龍華壹方天地店（広東省深圳市）がオープ

ンいたしました。 

今後も業績の向上に努めてまいります。 
（各種ＩＲ情報や企画、営業状況等に関しましては、弊社ウェブサイトで随時お知らせしております。 https://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 

  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 △25.0%         

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ +7.7%         

ｶﾗｵｹ △30.0%         

ｽﾎﾟｯﾁｬ △27.7%         

その他 △17.7%         

総売上 △9.6%         

既存店数 98 店 98 店 98 店 
－ 

98 店 98 店 98 店 
－ － 

（全店数） （99 店） （99 店） （99 店） （99 店） （99 店） （99 店） 

土日祝日数 
±0 ±0 △1 △1 +1 +1 △2 ±0 △1 

平常時対比 

  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 △38.4% △55.2% △57.0% △50.1% △36.8% △43.9% △51.0% △44.0% △47.0% 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ △28.4% △38.2% △40.2% △35.6% △12.7% △27.0% △27.2% △22.7% △28.7% 

ｶﾗｵｹ △56.8% △71.6% △69.1% △65.8% △48.7% △75.6% △87.9% △71.2% △68.6% 

ｽﾎﾟｯﾁｬ △43.7% △56.4% △55.2% △51.5% △26.0% △39.9% △53.8% △40.4% △45.7% 

その他 △16.2% △42.9% △39.0% △33.0% △22.4% △31.4% △36.4% △30.3% △31.6% 

総売上 △35.6% △48.6% △49.2% △44.4% △23.9% △37.6% △42.6% △35.1% △39.5% 

既存店数 99 店 99 店 99 店 
- 

99 店 99 店 98 店 
- - 

（全店数） （99 店） （99 店） （99 店） （99 店） （99 店） （98 店） 

土日祝日数 
△1 +1 △2 △2 +2 ±0 △1 +1 △1 

平常時対比 
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