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第２９期（平成２１年３月期） ４月の売上の状況に関するお知らせ 

 

下記のとおり平成２０年４月の売上の状況をお知らせします。 

（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 ２，１７７ ２，１７７ ±０ 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 ２，４６５ ２，４６５ ±０ 
ｶﾗｵｹ収入 ４３４ ４３４ ±０ 
ｽﾎﾟｯﾁｬ収入   ６８８   ６８８ ±０ 
その他収入   １７４   １７４ ±０ 
総売上 ５，９３９ ５，９３９ ±０ 
 

 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 ±０％ ＋２．６％ △７．６％ 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 ±０％ ＋２．０％ △１０．４％ 

ｶﾗｵｹ収入 ±０％ ＋８．２％ △６．３％ 

ｽﾎﾟｯﾁｬ収入 ±０％ △８．６％ △２９．１％ 

その他収入 ±０％ ＋３２．３％ ＋１２．１％ 

総売上 ±０％ ＋２．０％   △１１．０％ 

 

 

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 平成２０年４月末現在の総店舗数は８４店舗で,うち７２店舗が既存店舗となっております。 

⑤ 本日（平成２０年５月９日）発表の計画と対比させております。 

⑥ ４月の単月計画に関しては、５月に通期計画を発表する関係上『実績＝計画』としております。 



 

≪コメント≫ 

 個人消費の冷え込みが続く中、ファミリー層を中心に客足が鈍り、４月売上は厳しい状況となり

ました。さらに前年に比べて、土日祝の日数が１日少なかった事や、休日の天候がほぼ全て晴天が続

き、レジャーの需要がアウトドアへ傾いた事も影響しております。 

 特にファミリー層の利用比率の高いアミューズメントの景品ゲームや、スポッチャにおいては、軟

調な結果となりました。 

なお、４月末にはアミューズメントの新型機種の導入も完了しており、５月以降の業績に寄与して

くるものと予想しております。また、新キャラクターとして、柳原可奈子さんを起用し、当社施設の

｢楽しさ｣や｢おもしろさ｣をＰＲしていきたいと考えております。 

  

（ＩＲや企画の情報等に関しては、順次弊社ホームページに掲載しております。 http://www.round1.co.jp ） 

 

以  上 

 

【参考資料Ⅰ】 

 平成２１年３月期の出店予定店舗 

 

 店舗名 店舗タイプ 備考 

1 姫路飾磨店 スタンダード 平成２０年４月２６日オープン済 

2 草加店 スタンダード  

3 大野城店 スタンダード  

4 沖縄宜野湾店 スタジアム  

5 福山店 スタンダード  

6 岸和田店 スタンダード  

7 武蔵村山店 スタンダード  

8 市原店 スタンダード  

9 足利店 スタンダード  

10 富士店 スタンダード 建替え後のリニューアルオープン 

11 津店 スタンダード  

12 沖縄南風原店 スタンダード  

13 下関店 スタンダード  

14 市川店 スタンダード  

15 習志野店 スタンダード  

16 栃木店 スタンダード  

17 仙台北店 スタンダード  

18 徳島店 スタンダード  

 

（注）店舗名は諸事情により変更される場合があります。 

 

 

 

 



【参考資料Ⅱ】 

 第２９期（平成２０年４月～平成２１年３月）の既存店売上の前年比計画 

 

 ４月 ５月 ６月 第 1四半期 

ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ収入 △７．６％ △３．６％ △２．６％ △４．６％ 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 △１０．４％ △７．０％ △５．０％ △７．４％ 

ｶﾗｵｹ収入 △６．３％ △５．９％ △３．７％ △５．３％ 

ｽﾎﾟｯﾁｬ収入 △２９．１％ △１６．７％ △１９．９％ △２１．８％ 

その他収入 ＋１２．１％ ＋１４．６％ ＋１２．０％ ＋１３．０％ 

総売上 △１１．０％ △６．６％  △５．２％  △７．６％ 

既存店数 ７２店 ７３店 ７３店 ※ 

土日祝 日数前年差異 △１ ＋１ ０ ０ 

 

 ７月 ８月 ９月 第２四半期 上半期 

ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ収入 △２．７％ ＋１．０％ △１．９％ △１．１％ △２．７％ 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 △５．８％ ＋０．２％ △１．４％ △２．２％ △４．７％ 

ｶﾗｵｹ収入 △４．７％ △１．９％ △３．０％ △３．１％ △４．１％ 

ｽﾎﾟｯﾁｬ収入 △２２．３％ △９．５％ △１８．８％ △１６．１％ △１８．８％ 

その他収入 ＋１７．３％ ＋１４．３％ ＋１６．３％ ＋１５．９％ ＋１４．５％ 

総売上 △５．９％ △０．６％ △３．４％ △３．１％ △５．２％ 

既存店数 ７４店 ７４店 ７６店 ※ ※ 

土日祝 日数前年差異 △１ ＋２ △２ △１ △１ 

 

 １０月 １１月 １２月 第３四半期 

ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ収入 △１．９％ ＋３．７％ △１．１％ ＋０．１％ 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 ＋０．５％ ＋６．３％ △０．３％ ＋２．０％ 

ｶﾗｵｹ収入 ＋２．８％ ＋８．８％ ＋１．０％ ＋３．８％ 

ｽﾎﾟｯﾁｬ収入 △１４．８％ △７．０％ △１３．７％ △１２．１％ 

その他収入 ＋１７．４％ ＋２０．０％ ＋７．８％ ＋１４．７％ 

総売上 △１．３％ ＋４．６％ △１．７％ ＋０．３％ 

既存店数 ７６店 ７７店 ７７店 ※ 

土日祝 日数前年差異 ０ ＋３ △２ ＋１ 

 

 １月 ２月 ３月 第４四半期 下半期 通期 

ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ収入 ＋１．８％ ＋０．６％ ＋１．０％ ＋１．２％ ＋０．７％ △１．０％ 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 ＋６．６％ ＋３．２％ ＋３．５％ ＋４．７％ ＋３．４％ △０．６％ 

ｶﾗｵｹ収入 ＋６．４％ ＋２．５％ △１．６％ ＋２．７％ ＋３．２％ △０．４％ 

ｽﾎﾟｯﾁｬ収入 △１０．７％ △１４．４％ △１１．４％ △１１．８％ △１１．９％ △１５．４％ 

その他収入 ＋１．６％ ＋４．３％ ＋２．６％ ＋２．８％ ＋８．０％ ＋１１．０％ 

総売上 ＋２．４％ ＋０．２％ ＋０．２％ ＋１．１％ ＋０．７％ △２．２％ 

既存店数 ８１店 ８１店 ８２店 ※ ※ ※ 

土日祝 日数前年差異 ＋１ ０ △１ ０ ＋１ ０ 

 



 

【参考資料Ⅲ】 

 第２９期（平成２０年４月～平成２１年３月）の全社売上計画 

                       （百万円単位：単位未満は切捨表示） 
 ４月 ５月 ６月 第 1四半期 

ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ収入 ２，１７７ ２，４６４ ２，１９２ ６，８３５ 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 ２，４６５ ３，０３１ ２，６３０ ８，１２８ 

ｶﾗｵｹ収入 ４３４ ４７３ ４４６ １，３５４ 

ｽﾎﾟｯﾁｬ収入    ６８８    ９１０ ６１７  ２，２１６ 

その他収入    １７４    １７４ １６７ ５１６ 

総売上  ５，９３９ ７，０５５ ６，０５５ １９，０５０ 

 

 ７月 ８月 ９月 第２四半期 上半期 

ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ収入 ２，３３９ ３，０１０ ２，５１４ ７，８６４ １４，７００

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 ２，８７９ ３，５１７ ３，０７５ ９，４７１ １７，６００

ｶﾗｵｹ収入   ４７０ ５６６ ５０９ １，５４５ ２，９００

ｽﾎﾟｯﾁｬ収入    ６３６ １，０８１ ７６６ ２，４８３   ４，７００

その他収入    １８４ ２０４ １９４    ５８３   １，１００

総売上 ６，５１１ ８，３７９ ７，０５９ ２１，９４９ ４１，０００

 

 １０月 １１月 １２月 第３四半期 

ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ収入 ２，１８２ ２，１１８ ２，４７４ ６，７７５ 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 ２，７８３ ２，７４５ ３，１１１ ８，６４１ 

ｶﾗｵｹ収入 ４４８ ４４９ ５９４ １，４９２ 

ｽﾎﾟｯﾁｬ収入 ５７２ ５６３ ６６０ １，７９６ 

その他収入 １７８ １７５ １８５    ５３９ 

総売上 ６，１６４ ６，０５３ ７，０２６ １９，２４４ 

 

 １月 ２月 ３月 第４四半期 下半期 通期 

ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ収入 ３，３５６ ２，６１４ ３，３５３ ９，３２４ １６，１００ ３０，８００

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 ４，０７６ ２，９７８ ３，３０３ １０，３５８ １９，０００ ３６，６００

ｶﾗｵｹ収入 ７１０   ５０６ ５９１ １，８０７ ３，３００ ６，２００

ｽﾎﾟｯﾁｬ収入 １，０９１ ６２７    ８８３ ２，６０３ ４，４００   ９，１００

その他収入 ２２４   ２０８ ２２７   ６６０ １，２００ ２，３００

総売上 ９，４６０ ６，９３５ ８，３５９ ２４，７５５ ４４，０００ ８５，０００

 
以 上 


