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第 34 期（平成 26 年 3 月期） 12 月の売上の状況に関するお知らせ（速報ベース） 

 

Ⅰ．平成 26 年 3 月期 12 月の売上の状況（12 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 

ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ収入 2,237 △7.7% △9.0% 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 3,145 +9.9% +8.6% 

ｶﾗｵｹ収入 816 +2.0% +0.4% 

ｽﾎﾟｯﾁｬ収入   880  +16.9% +16.9% 

その他収入 204  △13.2% △13.6% 

総売上 7,284  +2.9% +1.8% 

 

Ⅱ．第 3四半期累計期間の売上の状況（4月～12 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 20,945 19,357 △1,588 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 24,457 24,815 +357 

ｶﾗｵｹ収入 6,152 5,928 △224 

ｽﾎﾟｯﾁｬ収入 7,609 7,582 △27 

その他収入 2,304 2,019 △284 

総売上 61,470 59,703 △1,767 

  

 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 △7.6% △8.1% △10.1% 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 +1.5% △2.2% △5.1% 

ｶﾗｵｹ収入 △3.6% △1.1% △3.5% 

ｽﾎﾟｯﾁｬ収入 △0.4% +4.1% +3.4% 

その他収入 △12.4% △6.5% △8.8% 

総売上 △2.9% △3.5% △5.8% 

 

 

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 25 年 12 月末現在の日本国内総店舗数は 111 店舗で、うち 110 店舗が既存店舗となってお

ります。 
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Ⅲ．平成 26 年 3 月期（4月～12 月）の既存店売上高 前年比推移 

 

 

≪コメント≫ 

 11 月 29 日から国内全店舗において全面的に「お得感」を打ち出した料金体系を導入した結果、来

場者の増加等により業績は大きく改善し、既存店の売上高前年比は 21 カ月ぶりにプラスとなりました。 

 なおテレビのスポット枠のコマーシャル放送が遅れておりました関東圏と関西圏につきましては、1

月よりスポット枠の放送もスタートしております。 

今後も「お得感」を打ち出した料金体系の認知を高めて業績の向上に努めて参ります。 

 
（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。 

 

 

【第３四半期決算の発表予定】 

 

平成 26 年 2 月 10 日（月）の 15 時頃を予定しております。 

 

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 △8.6% △8.9% △5.7% △7.8% △14.1% △8.6% △14.2% △12.0% △10.0%

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ △10.0% △13.9% △2.5% △9.1% △5.4% △0.9% △4.8% △3.5% △6.2%

ｶﾗｵｹ △1.7% +0.4% +1.0% △0.1% △7.2% △0.1% △10.3% △5.5% △3.0%

ｽﾎﾟｯﾁｬ +3.9% +0.4% +10.2% +4.4% △6.7% △1.4% +3.7% △1.2% +1.3%

その他 △7.4% △6.9% △4.6% △6.3% △9.9% △6.5% △10.1% △8.7% △7.6%

総売上 △7.1% △9.0% △2.0% △6.2% △8.8% △3.7% △7.7% △6.4% △6.3%

既存店数 108 店 110 店 110 店 
※ 

110 店 110 店 110 店 
※ ※ 

（全店数） （111 店） （111 店） （111 店） （111 店） （111 店） （111 店） 

土日祝 日数 
△1 ±0 +1 ±0 △1 +1 ±0 ±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 △13.2% △9.5% △9.0% △10.5%  

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ △11.3% △5.9% +8.6% △2.5%  

ｶﾗｵｹ △11.3% △4.9% +0.4% △4.7%  

ｽﾎﾟｯﾁｬ △0.3% +8.9% +16.9% +8.8%  

その他 △10.9% △10.3% △13.6% △11.7%  

総売上 △10.7% △5.5% +1.8% △4.5%  

既存店数 110 店 110 店 110 店 
※ 

111 店 111 店 111 店 
※ ※ 

（全店数） （111 店） （111 店） （111 店） （111 店） （111 店） （111 店） 

土日祝 日数 
±0 + 1 △1 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 

前年差異 


