
 

各  位                            平成 18 年 2 月 9 日 

 

                      大阪府堺市戎島町４丁４５番地の１ 

                   堺駅前ポルタスセンタービル 

                 株式会社ラウンドワン 

                       代表取締役社長 杉野 公彦 

                       （コード番号：4680 東証・大証第一部） 

                               http://www.round1.co.jp 

第２６期（平成１８年３月期） １月の売上の状況に関するお知らせ 

 

Ⅰ．平成１８年３月期 １月の売上の状況（１月単月ベース） 

（百万円単位：単位未満切捨） 
 全社計画 全社実績 差額 

ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ収入 ２，１０８ ２，１４０ ＋３２ 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 ２，４９５ ２，５７５ ＋７９ 

ｶﾗｵｹ収入 ３９４ ３８７ △６ 

その他収入 ６６１ ６８２ ＋２１ 

総売上 ５，６６０ ５，７８５ ＋１２５ 

 
 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 ＋１．５％ ＋４７．６％ ＋２３．３％ 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 ＋３．２％ ＋５３．１％ ＋１７．０％ 

ｶﾗｵｹ収入 △１．７％ ＋３０．１％ △１．８％ 

その他収入 ＋３．２％ ＋１１５．９％ △６．１％ 

総売上 ＋２．２％ ＋５４．４％ ＋１６．０％ 

 

Ⅱ．平成１８年３月期 １月までの売上の状況（４月～１月累計ベース） 

（百万円単位：単位未満切捨） 
 全社計画 全社実績 差額 

ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ収入 １４，９０９ １４，９４１ ＋３２ 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 １８，８５２ １８，９３１ ＋７９ 

ｶﾗｵｹ収入 ２，７２０    ２，７１４ △６ 

その他収入    ４，０２５    ４，０４６ ＋２１ 

総売上 ４０，５０８ ４０，６３３ ＋１２５ 

 

 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％ ＋４０．４％ ＋１９．６％ 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 ＋０．４％ ＋４２．１％ ＋９．４％ 

ｶﾗｵｹ収入 △０．３％ ＋１７．７％ △７．０％ 

その他収入 ＋０．５％ ＋９４．６％ △１５．０％ 

総売上 ＋０．３％ ＋４３．３％ ＋１０．１％ 

 

① 監査法人による監査前の売上を集計しております。 

② 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。 

③ 平成１８年１月末現在の店舗数は５６店舗で,うち４６店舗が既存店となっております。 

④ 平成１８年２月３日に発表した計画と比較しております。 

 



Ⅲ．平成１８年３月期 （４月～１月）の売上高既存店前年比推移 

 

 ４月 ５月 ６月 第１四半期 

ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ収入 ＋１２．３％ ＋１１．４％ ＋１３．４％ ＋１２．３％ 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 △２．７％ △２．２％ △１．６％ △２．２％ 

ｶﾗｵｹ収入 △９．８％ △１６．４％ △１４．８％ △１３．７％ 

その他収入 △２７．２％ △２２．５％ △２０．５％ △２３．５％ 

総売上 ＋１．０％ ＋０．５％ ＋１．７％ ＋１．０％ 

既存店数（全店数） ４１店（４８店） ４１店（４８店） ４１店（４８店） ※ 

 

 ７月 ８月 ９月 第２四半期 上半期 

ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ収入 ＋２０．５％ ＋２３．５％ ＋２８．２％ ＋２４．０％ ＋１８．１％

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 ＋４．７％ ＋７．８％ ＋１２．１％ ＋８．２％ ＋３．２％

ｶﾗｵｹ収入 △９．４％ △８．９％ △４．９％ △７．８％ △１０．７％

その他収入 △１３．９％ △１４．８％ △１４．５％ △１４．５％ △１８．７％

総売上 ＋８．２％ ＋１０．６％ ＋１４．４％ ＋１１．０％ ＋６．１％

既存店数（全店数） ４１店（４９店） ４３店（４９店） ４３店（４９店） ※ ※ 
 

 １０月 １１月 １２月 第３四半期 

ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ収入 ＋２２．１％ ＋２２．６％ ＋１８．３％ ＋２０．８％ 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 ＋１５．０％ ＋１７．７％ ＋２４．４％ ＋１９．２％ 

ｶﾗｵｹ収入 △５．０％ △０．７％ △０．３％ △１．９％ 

その他収入 △１６．４％ △１２．３％ △８．０％ △１２．３％ 

総売上 ＋１３．７％ ＋１５．８％ ＋１７．７％ ＋１５．８％ 

既存店数（全店数） ４３店（５２店） ４３店（５４店） ４３店（５６店） ※ 

 

 １月 

ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ収入 ＋２３．３％ 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 ＋１７．０％ 

ｶﾗｵｹ収入 △１．８％ 

その他収入 △６．１％ 

総売上 ＋１６．０％ 

既存店数（全店数） ４６店（５６店） 

 

≪コメント≫ 

ボウリングとアミューズメントが引き続き好調を持続した結果、２月３日に発表した計画（通期売上

予想４９，６００百万円）と比較しても、１月単月の売上高は約１２５百万円上回り、２月初旬におい

ても大きなトレンドの変化はありません。また、既存店ベースでは売上の前年比がボウリングは１１ヶ

月連続の二桁増、アミューズメントにおきましても７ヶ月連続の前年比プラス（５ヶ月連続の二桁増）

となりました。なお、平成１８年１月で既存店となった『高槻店』・『川崎大師店』・『堺中央環状店』の

スタジアム型の３店舗は、いずれも前年以上の売上高となっております。 

 

（ＩＲ情報や新規出店情報は、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】平成１８年２月３日の通期計画に基づく既存店前年比予想 

 

 １月 ２月 ３月 第４四半期  通期 

ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ収入 ＋２０．５％ ＋９．５％ ＋１．２％ ＋１０．４％ ＋１６．４％

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 ＋１０．５％ ＋１４．０％ ＋１３．１％ ＋１２．３％ ＋９．４％

ｶﾗｵｹ収入 △３．６％ △０．９％ ＋４．０％ △０．４％ △５．８％

その他収入 △３．３％ ＋０．７％ ＋１．２％ ＋１．２％ △１１．０％

総売上 ＋１２．０％ ＋１０．１％ ＋６．８％ ＋９．７％ ＋９．４％

既存店数（全店数） ４６店（５６店） ４６店（５７店） ４６店（５８店） ※  ※ 

 


