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第２８期（平成２０年３月期） １０月の売上の状況に関するお知らせ 

 

Ⅰ．平成２０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(5/11 発表) 全社実績 差額 

ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ収入 ２，０１３ ２，０６６ ＋５２ 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 ２，６５２ ２，５５４ △９７ 

ｶﾗｵｹ収入 ４０３ ３８８ △１４ 

ｽﾎﾟｯﾁｬ収入 ７２４ ５７９ △１４４ 

その他収入   １２２ １４７ ＋２４ 

総売上 ５，９１６ ５，７３６ △１８０ 

 
 全社計画比(5/11 発表) 全社前年比 既存店前年比 

ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ収入 ＋２．６％ ＋１６．９％ △０．４％ 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 △３．７％ ＋１５．４％ △８．１％ 

ｶﾗｵｹ収入 △３．６％ ＋１７．８％ △５．２％ 

ｽﾎﾟｯﾁｬ収入 △１９．９％ ＋３６．２％ △１８．４％ 

その他収入 ＋１９．８％ ＋４３．４％ ＋７．３％ 

総売上 △３．０％ ＋１８．５％ △５．７％ 

 
Ⅱ．平成２０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(5/11 発表) 全社実績 差額 

ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ収入 １５，１４３ １５，８０２ ＋６５８ 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 １９，３３２ １９，０１８ △３１４ 

ｶﾗｵｹ収入 ３，０１３ ３，０１９ ＋６ 

ｽﾎﾟｯﾁｬ収入 ５，９４４ ５，２３８ △７０６ 

その他収入   ８７２ １，０５１ ＋１７８ 

総売上 ４４，３０６ ４４，１３０ △１７６ 

 

 全社計画比(5/11 発表) 全社前年比 既存店前年比 

ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ収入 ＋４．４％ ＋２３．４％ ＋４．７％ 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 △１．６％ ＋１６．３％ △６．９％ 

ｶﾗｵｹ収入 ＋０．２％ ＋２３．７％ △１．１％ 

ｽﾎﾟｯﾁｬ収入 △１１．９％ ＋５４．３％ △１２．１％ 

その他収入 ＋２０．４％ ＋３７．９％ ＋８．１％ 

総売上 △０．４％ ＋２３．４％ △２．５％ 

 

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１９年１０月末現在の総店舗数は７８店舗で,うち６１店舗が既存店舗となっております。 

⑤ 平成１９年５月１１日発表の計画と対比させております。 

⑥ 本日発表の中間決算にて、下半期の各月の売上額を見直しておりますが、通期の総売上額は期初計画のまま変更しておりませ

ん。 

 



 

Ⅲ．平成２０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 ＋３．８％ ＋１．５％ ＋１２．１％ ＋５．５％ 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 △５．６％ △１０．２％ △５．２％ △７．２％ 

ｶﾗｵｹ収入 △２．８％ △２．９％ ＋６．６％ ＋０．１％ 

ｽﾎﾟｯﾁｬ収入 △７．６％ △１０．０％ ＋１．２％ △６．１％ 

その他収入 ＋５．１％ ＋３．６％ ＋１５．４％ ＋７．８％ 

総売上 △１．８％ △５．３％  ＋２．７％  △１．７％ 

既存店数（全店数） ５８店（７４店） ５９店（７４店） ５９店（７５店） ※ 

 

 ７月 ８月 ９月 第２四半期 上半期 

ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ収入 ＋４．９％ ＋７．２％ ＋４．２％ ＋５．５％ ＋５．５％ 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 △８．１％ △６．９％ △３．８％ △６．３％ △６．７％ 

ｶﾗｵｹ収入 △４．１％ △０．９％ ＋２．２％ △０．９％ △０．４％ 

ｽﾎﾟｯﾁｬ収入 △１６．６％ △１６．２％ △１２．５％ △１５．１％ △１１．１％ 

その他収入 ＋９．２％ ＋７．５％ ＋９．２％ ＋８．６％ ＋８．２％ 

総売上 △３．７％ △２．２％ △１．１％ △２．３％ △２．０％ 

既存店数（全店数） ６０店（７５店） ６０店（７７店） ６１店（７７店） ※ ※ 

 

 １０月 

ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ収入 △０．４％ 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 △８．１％ 

ｶﾗｵｹ収入 △５．２％ 

ｽﾎﾟｯﾁｬ収入 △１８．４％ 

その他収入 ＋７．３％ 

総売上 △５．７％ 

既存店数（全店数） ６１店（７８店） 

 

≪コメント≫ 

 既存店舗におきましては、休日数が前年に比べて１日少ない影響もあり軟調な結果となりました。今後の

打開策としては、低迷しているアミューズメント・スポッチャに関しては、『３分で遊び方やルールが分か

るビデオ』を主要なアミューズメント機器付近やビリヤード・ダーツコーナー、及びスポッチャ内でオンエ

アすることで、ルールーや遊び方をお知らせすると共に、スポッチャに関しては、さらにローラースケート

教室等の開催により、新たなユーザーの掘り起こし等につなげていきたいと考えております。 

 

（ＩＲ情報や企画情報等は、弊社ホームページに掲載しております。 http://www.round1.co.jp ） 

 

以 上 

 

※ 月次売上発表のタイミングに関しては、月初の曜日や休日の関係によりアミューズメントの集金タイミ

ング等が異なるため発表日は毎月変わりますが、即時開示を原則とし、概ね５日から１１日の間の開示に努

めております。 

 

 



 

【参考資料 Ⅰ】 

 平成２０年３月期 下半期（平成１９年１０月～平成２０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 △０．４％ ＋１．７％ ＋５．３％ ＋２．４％ 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 △８．１％ △６．３％ ＋０．９％ △４．２％ 

ｶﾗｵｹ収入 △５．２％ △２．４％ ＋１．３％ △１．８％ 

ｽﾎﾟｯﾁｬ収入 △１８．４％ △１９．６％ △９．４％ △１５．４％ 

その他収入 ＋７．３％ ＋７．０％ ＋５．０％ ＋６．４％ 

総売上 △５．７％ △４．０％  ＋１．７％ △２．４％ 

既存店数（全店数） ６１店（７８店） ６１店（７８店） ６３店（８２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 ＋３．９％ ＋４．８％ ＋６．１％ ＋４．９％ ＋３．８％ ＋４．６％ 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 △０．４％ ＋０．８％ ＋２．３％ ＋０．８％ △１．５％ △４．１％ 

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

ｽﾎﾟｯﾁｬ収入 △１３．３％ △１３．１％ △９．６％ △１２．０％ △１３．２％ △１２．３％ 

その他収入 ＋３．２％ ＋６．８％ ＋４．０％ ＋４．６％ ＋５．４％ ＋６．７％ 

総売上 △０．５％ ＋０．７％ ＋２．４％ ＋０．８％ △０．６％ △１．３％ 

既存店数（全店数） ６９店（８２店） ６９店（８２店） ７０店（８４店） ※ ※ ※ 
 

【参考資料 Ⅱ】 

 平成２０年３月期 下半期（平成１９年１０月～平成２０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 ２，０６６ ２，０１４ ２，４６５ ６，５４６ 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 ２，５５４ ２，４２９ ３，１３７  ８，１２２ 

ｶﾗｵｹ収入 ３８８ ３８６ ５３１ １，３０６ 

ｽﾎﾟｯﾁｬ収入 ５７９ ６００ ７３１ １，９１２ 

その他収入 １４７ １４０ １４７ ４３５ 

総売上 ５，７３６ ５，５７２ ７，０１３ １８，３２２ 

 

 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 ３，２０６ ２，３７３ ３，１４７ ８，７２７ １５，２７３ ２９，０１０

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 ３，６００ ２，６４６ ３，０４７ ９，２９４ １７，４１６ ３３，８８０

ｶﾗｵｹ収入 ６０４ ４１５ ５２２ １，５４２ ２，８４９ ５，４８０

ｽﾎﾟｯﾁｬ収入 １，２２８ ７８０ １，０２０ ３，０２９ ４，９４１ ９，６００

その他収入 １６８ １５１ １６９ ４９０ ９２５ １，８３０

総売上 ８，８０８ ６，３６７ ７，９０８ ２３，０８４ ４１，４０６ ７９，８００

 

（注）平成１９年４月～平成１９年１０月の売上実績を考慮して、当下半期（平成１９年１１月以降）の各

月の売上額を変更しておりますが、通期の総売上額は期初計画のまま変更しておりません。 

 

 


