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第２７期（平成１９年３月期） １月の売上の状況に関するお知らせ 

 

下記のとおり平成１９年１月の売上の状況をお知らせします。 

 

Ⅰ．平成１９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 ２，７０４ ２，７０４ ０ 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 ３，０５９ ３，０５９ ０ 

ｶﾗｵｹ収入 ５０３ ５０３ ０ 

その他収入 １，１４１ １，１４１ ０ 

総売上 ７，４０９ ７，４０９ 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 －％ ＋２６．３％ ＋５．１％ 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 －％ ＋１８．８％ △５．８％ 

ｶﾗｵｹ収入 －％ ＋２９．９％ △０．６％ 

その他収入 －％ ＋６７．３％ △１１．５％ 

総売上 －％ ＋２８．１％    △２．１％ 

 
Ⅱ．平成１９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：単位未満は切捨表示） 
 全社計画 全社実績 差額 

ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ収入 １９，２４９ １９，２４９ ０ 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 ２４，２２９ ２４，２２９   ０ 

ｶﾗｵｹ収入 ３，７１０ ３，７１０  ０ 

その他収入 ６，５３９ ６，５３９  ０ 

総売上 ５３，７２９ ５３，７２９   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 －％ ＋２８．８％ ＋７．４％ 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 －％ ＋２８．０％ ＋１．６％ 

ｶﾗｵｹ収入 －％ ＋３６．７％ ＋４．６％ 

その他収入 －％ ＋６１．６％ △１０．６％ 

総売上 －％ ＋３２．２％ ＋２．８％ 

 

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 平成１８年１０月以降は、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１９年１月末現在の総店舗数は６９店舗で,うち５６店舗が既存店舗となっております。 

⑤ 平成１９年２月９日（本日）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～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 ＋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 １１月 １２月 第３四半期 

ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ収入 ＋９．１％ ＋１５．１％ ＋９．０％ ＋１０．８％ 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 △１．８％ ＋０．７％ △５．９％ △２．７％ 

ｶﾗｵｹ収入 ＋３．１％ ＋３．４％ △２．０％ ＋１．０％ 

その他収入 △７．９％ △９．９％ △１３．８％ △１０．９％ 

総売上 ＋２．０％ ＋４．９％ △１．３％ ＋１．５％ 

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

 

 １月 

ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ収入 ＋５．１％ 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 △５．８％ 

ｶﾗｵｹ収入 △０．６％ 

その他収入 △１１．５％ 

総売上 △２．１％ 

既存店数（全店数） 56 店（69 店） 

 

≪コメント≫ 

 引き続きボウリングは好調で、既存店ベースでは２３ヶ月連続で前年比プラスで推移しております。

一方、アミューズメント等の軟調が続いた結果、既存店総売上は前年比△２．１％となりました。 

当面の既存店総売上前年比は若干のマイナス基調での推移が予想されますが、アミューズメントにお

いての最新人気機種の導入等や、一層のコスト削減により業績の向上に努めます。 

 

（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 

 

【２月の新規オープン予定店舗】 

 

２月下旬オープン予定 ラウンドワンスタジアム半田店（国道２６５号線沿い） 

 

 

 



 

【参考資料 Ⅰ】 

平成１９年３月期 第４四半期（平成１９年１月～平成１９年３月）の既存店売上高の前年比計画 

      

 

 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 ＋５．１％ ＋１．６％ ＋１．８％ ＋３．０％ ＋６．３％ ＋６．３％ 

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

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

その他収入 △１１．５％ △８．８％ △７．６％ △９．５％ △１０．１％ △１０．１％ 

総売上 △２．１％ △２．４％ △１．９％ △２．１％ △０．５％ ＋１．８％ 

既存店数（全店数） 56 店（69 店） 56 店（70 店） 57 店（73 店） ※ ※ ※ 
 

【参考資料 Ⅱ】 

 平成１９年３月期 第４四半期（平成１９年１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） 
 

 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 ２，７０４ ２，００３ ２，５５３ ７，２６２ １２，７７１ ２３，８０６ 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 ３，０５９ ２，３７３ ２，７６５ ８，１９８ １５，２２７ ２９，３６９ 

ｶﾗｵｹ収入 ５０３ ３７１ ４５３ １，３２８ ２，４２３ ４，５３５ 

その他収入 １，１４１   ７５２   ９９５ ２，８９０ ４，６５８ ８，２８８ 

総売上 ７，４０９ ５，５０１ ６，７６８ １９，６８０ ３５，０８１ ６６，０００ 

 

 


