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第２７期（平成１９年３月期） １０月の売上の状況に関するお知らせ 

 

下記のとおり平成１８年１０月の売上の状況をお知らせします。 

 

Ⅰ．平成１９年３月期 １０月の売上の状況（１０月単月ベース） 

（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 １，７５３ １，７６７ ＋１３ 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 ２，３０１ ２，２１４ △８７ 

ｶﾗｵｹ収入 ３３９ ３３０ △９ 

その他収入   ５３４ ５２８ △６ 

総売上 ４，９２９ ４，８４０ △８９ 

 
 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 ＋０．８％ ＋３０．５％ ＋９．１％ 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 △３．８％ ＋２２．９％ △１．８％ 

ｶﾗｵｹ収入 △２．８％ ＋３５．９％ ＋３．１％ 

その他収入 △１．２％ ＋５７．１％ △７．９％ 

総売上 △１．８％ ＋２９．６％    ＋２．０％ 

 
Ⅱ．平成１９年３月期 １０月までの売上の状況（４月～１０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 １２，７８９ １２，８０３ ＋１３ 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 １６，４４２ １６，３５５ △８７ 

ｶﾗｵｹ収入 ２，４５１ ２，４４１ △９ 

その他収入 ４，１６４ ４，１５７ △６ 

総売上 ３５，８４８ ３５，７５８ △８９ 

 

 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 ＋０．１％ ＋２９．７％ ＋６．７％ 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 △０．５％ ＋３４．２％ ＋４．８％ 

ｶﾗｵｹ収入 △０．４％ ＋４３．４％ ＋７．３％ 

その他収入 △０．２％ ＋６９．２％ △９．９％ 

総売上 △０．２％ ＋３６．４％ ＋４．３％ 

 

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１８年１０月末現在の総店舗数は６１店舗で,うち４９店舗が既存店舗となっております。 

⑤ 平成１８年１１月２日発表の計画と対比させております。 



Ⅲ．平成１９年３月期 （４月～１０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 ＋５．４％ ＋１．８％ ＋４．２％ ＋３．７％ 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 ＋９．３％ ＋４．１％ ＋９．９％ ＋７．４％ 

ｶﾗｵｹ収入 ＋３．８％ ＋３．６％ ＋１０．４％ ＋５．７％ 

その他収入 △６．０％ △２０．４％ △１１．５％ △１３．７％ 

総売上 ＋６．０％ ＋０．７％  ＋５．８％ ＋３．９％ 

既存店数（全店数） 47 店（59 店） 48 店（59 店） 48 店（60 店） ※ 

 

 ７月 ８月 ９月 第２四半期 上半期 

ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ収入 ＋５．９％ ＋４．８％ ＋１６．３％ ＋８．７％ ＋６．３％

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 ＋８．２％ ＋２．０％ ＋４．１％ ＋４．６％ ＋５．９％

ｶﾗｵｹ収入 ＋７．４％ ＋１０．４％ ＋１２．６％ ＋１０．１％ ＋８．０％

その他収入 △６．４％ △１３．７％ ＋１．０％ △７．１％ △１０．２％

総売上 ＋６．０％ ＋１．９％ ＋８．９％ ＋５．４％ ＋４．７％

既存店数（全店数） 48 店（60 店） 49 店（61 店） 49 店（61 店） ※ ※ 

 

 １０月 

ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ収入 ＋９．１％ 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 △１．８％ 

ｶﾗｵｹ収入 ＋３．１％ 

その他収入 △７．９％ 

総売上 ＋２．０％ 

既存店数（全店数） 49 店（61 店） 

 

≪コメント≫ 

 全社的には、ボウリングは好調を持続しておりますが、アミューズメントが軟調となり、計画額を

下回る結果となりました。既存店におきましては、１０月は前年と比較すると休日数が１日少ないに

も関わらず、好調なボウリング（２０ヶ月連続前年比プラス）が牽引となり、前年比＋２％となりま

した。なお、１１月の第１週におきましても、１０月と比べて大きなトレンドの変化は見られません。 

 

以 上 

【１１月の新規オープン店舗】 

 

◎ １１月３日オープン済 ラウンドワンスタジアム佐賀店 

   〒849-0915 佐賀県佐賀市兵庫町大字藤木 1110 番 

（国道３４号線 佐賀警察署隣り） 

   TEL 0952-36-7070 

 

◎ １１月１８日オープン予定 ラウンドワンスタジアム長野店 

   〒381-0038 長野県長野市大字東和田 827 番 6 

（国道１８号線 東和田交差点すぐ） 

   TEL 026-254-5801  

 

（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） 



 

【参考資料 Ⅰ】 

 平成１９年３月期 下半期（平成１８年１０月～平成１９年３月）の既存店売上高の前年比計画 

      

 １０月 １１月 １２月 第３四半期 

ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ収入 ＋８．５％ ＋１０．１％ ＋５．６％ ＋７．９％ 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 ＋４．２％ ＋５．２％ ＋２．７％ ＋３．９％ 

ｶﾗｵｹ収入 ＋７．９％ ＋９．５％ ＋８．５％ ＋８．６％ 

その他収入 △９．５％ △６．６％ △１５．４％ △１１．０％ 

総売上 ＋４．８％ ＋６．１％ ＋２．４％ ＋４．２％ 

既存店数（全店数） 49 店（61 店） 52 店（63 店） 54 店（69 店） ※ 

 

 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 ＋４．５％ ＋１．６％ ＋１．７％ ＋２．７％ ＋４．９％ ＋５．６％ 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 ＋２．８％ ＋３．８％ ＋３．０％ ＋３．２％ ＋３．５％ ＋４．６％ 

ｶﾗｵｹ収入 ＋７．９％ ＋８．４％ ＋７．８％ ＋８．０％ ＋８．３％ ＋８．２％ 

その他収入 △１６．４％ △１４．５％ △１３．６％ △１４．９％ △１３．４％ △１２．０％ 

総売上 ＋１．５％ ＋１．４％ ＋０．９％ ＋１．３％ ＋２．６％ ＋３．５％ 

既存店数（全店数） 56 店（69 店） 56 店（71 店） 57 店（74 店） ※ ※ ※ 
 

【参考資料 Ⅱ】 

 平成１９年３月期 下半期（平成１８年１０月～平成１９年３月）の全社売上高計画 

                         （百万円単位：単位未満は切捨表示） 
 １０月 １１月 １２月 第３四半期 

ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ収入 １，７５３ １，６４９ ２，０１４ ５，４１８ 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 ２，３０１  ２，２８５  ２，９０３  ７，４９０ 

ｶﾗｵｹ収入 ３３９ ３４４ ４９０ １，１７３ 

その他収入 ５３４   ５７１   ６２７ １，７３３ 

総売上 ４，９２９ ４，８５０ ６，０３５ １５，８１６ 

 

 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 ２，７７４ ２，０２０ ２，５７９ ７，３７４ １２，７９２ ２３，８２８ 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 ３，４０３ ２，５８６ ３，００６ ８，９９６ １６，４８６ ３０，６２８ 

ｶﾗｵｹ収入 ５６４ ３８９ ４７５ １，４２８ ２，６０２ ４，７１３ 

その他収入 １，０３５   ６９０   ９３９ ２，６６６ ４，３９９ ８，０２９ 

総売上 ７，７７７ ５，６８６ ７，０００ ２０，４６５ ３６，２８１ ６７，２００ 

 

 

 


