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第２７期（平成１９年３月期） ２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２月の売上の状況をお知らせします。 

 

Ⅰ．平成１９年３月期 ２月の売上の状況（２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 ２，００３ ２，００９ ＋６ 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 ２，３７３ ２，２６７ △１０６ 

ｶﾗｵｹ収入 ３７１ ３５４ △１７ 

その他収入 ７５２ ７７４ ＋２２ 

総売上 ５，５０１ ５，４０６ △９５ 

 
 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 ＋０．３％ ＋２３．２％ ＋４．９％ 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 △４．５％ ＋１４．２％ △６．０％ 

ｶﾗｵｹ収入 △４．５％ ＋２７．７％ ＋０．０％ 

その他収入 ＋２．９％ ＋６３．７％ △３．６％ 

総売上 △１．７％ ＋２３．８％    △１．２％ 

 
Ⅱ．平成１９年３月期 ２月までの売上の状況（４月～２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 ２１，２５２ ２１，２５９ ＋６ 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 ２６，６０３ ２６，４９７ △１０６ 

ｶﾗｵｹ収入 ４，０８２ ４，０６４ △１７ 

その他収入 ７，２９２ ７，３１４ ＋２２ 

総売上 ５９，２３１ ５９，１３６ △９５ 

 

 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 ＋０．０％ ＋２８．３％ ＋７．２％ 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 △０．４％ ＋２６．７％ ＋０．９％ 

ｶﾗｵｹ収入 △０．４％ ＋３５．８％ ＋４．２％ 

その他収入 ＋０．３％ ＋６１．９％ △９．９％ 

総売上 △０．２％ ＋３１．４％ ＋２．４％ 

 

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２月末現在の総店舗数は７０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～２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 ２月 

ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ収入 ＋５．１％ ＋４．９％

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 △５．８％ △６．０％

ｶﾗｵｹ収入 △０．６％ ＋０．０％

その他収入 △１１．５％ △３．６％

総売上 △２．１％ △１．２％

既存店数（全店数） 56 店（69 店） 56 店（70 店）

 

≪コメント≫ 

 ２月もボウリングは好調を持続し、２４ヶ月連続で前年比プラスとなっておりますが、最新人気機

種の導入が遅れたアミューズメントが軟調で、結果として全社売上計画を９５百万円下回る結果とな

りました。また既存店の売上高も同様に△１．２％となっております。なお、アミューズメントの最

新人気機種に関しては、既に発注済で順次納品される予定です（最終的には設置スペースの都合によ

り、弊社施設の７～８割の店舗に設置する予定です）。 

 

 

以 上 

 

【３月の新規オープン予定店舗】 

 

３月１０日オープン予定   ラウンドワンスタジアム函館店（産業道路沿い） 

 

３月１０日オープン予定   ラウンドワンスタジアム高松店（国道１１号線沿い） 

 

３月下旬 オープン予定   ラウンドワンスタジアム旭川店（国道３９号線沿い） 

 

（詳細はホームページを参照願います。 http://www.round1.co.jp ） 


