
 
 平成 20 年 2 月 8 日 

各  位 

                     大阪府堺市堺区戎島町４丁４５番地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２８期（平成２０年３月期） １月の売上の状況に関するお知らせ 

 

Ⅰ．平成２０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(11/9 発表計画) 全社実績 差額 

ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ収入 ３,２０６ ２,９５９ △２４６ 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 ３,６００ ３,４５３ △１４７ 

ｶﾗｵｹ収入   ６０４    ５８３   △２０ 

ｽﾎﾟｯﾁｬ収入 １,２２８ １,１０６ △１２２ 

その他収入    １６８    ２０４   ＋３５ 

総売上 ８,８０８ ８,３０６ △５０１ 

 
 全社計画比(11/9 発表計画) 全社前年比 既存店前年比 

ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ収入 △７．７％ ＋９．４％ △５．１％ 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 △４．１％ ＋１２．９％ △６．２％ 

ｶﾗｵｹ収入 △３．４％ ＋１６．２％ △２．５％ 

ｽﾎﾟｯﾁｬ収入 △１０．０％ ＋１０．２％ △２１．７％ 

その他収入 ＋２１．０％ ＋４６．９％ ＋２０．９％ 

総売上 △５．７％ ＋１２．１％ △７．１％ 

 
Ⅱ．平成２０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(11/9 発表計画) 全社実績 差額 

ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ収入 ２３，４８８ ２３，０３２ △４５６ 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 ２８，１８６ ２７，８３６ △３４９ 

ｶﾗｵｹ収入 ４，５４１ ４，５１４ △２６ 

ｽﾎﾟｯﾁｬ収入 ７，７９９ ７，５７７ △２２２ 

その他収入 １，５０８ １，５７０ ＋６１ 

総売上 ６５，５２４ ６４，５３１ △９９３ 

 

 全社計画比(11/9 発表計画) 全社前年比 既存店前年比 

ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ収入 △１．９％ ＋１９．７％ ＋２．０％ 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 △１．２％ ＋１４．９％ △７．１％ 

ｶﾗｵｹ収入 △０．６％ ＋２１．７％ △１．３％ 

ｽﾎﾟｯﾁｬ収入 △２．８％ ＋３９．５％ △１４．９％ 

その他収入 ＋４．１％ ＋４１．５％ ＋１０．８％ 

総売上 △１．５％ ＋２０．１％ △３．８％ 

 

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 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２０年１月末現在の総店舗数は８１店舗で,うち６８店舗が既存店舗となっております。 

⑤ 平成１９年１１月９日発表の計画と対比させております。 



 

Ⅲ．平成２０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 ＋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 １１月 １２月 第３四半期 

ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ収入 △０．４％ △３．８％ △０．９％ △１．６％ 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 △８．１％ △８．３％ △８．４％ △８．３％ 

ｶﾗｵｹ収入 △５．２％ △５．０％ ＋１．２％ △２．６％ 

ｽﾎﾟｯﾁｬ収入 △１８．４％ △２２．６％ △１４．１％ △１８．１％ 

その他収入 ＋７．３％ ＋７．３％ ＋１９．９％ ＋１１．８％ 

総売上 △５．７％ △７．４％ △４．９％ △５．９％ 

既存店数（全店数） ６１店（７８店） ６１店（７８店） ６３店（８２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 △６．２％ 

ｶﾗｵｹ収入 △２．５％ 

ｽﾎﾟｯﾁｬ収入 △２１．７％ 

その他収入 ＋２０．９％ 

総売上 △７．１％ 

既存店数（全店数） ６８店（８１店） 

 

≪コメント≫ 

 ガソリン価格の上昇により、車での来客が多いロードサイド店舗で客足が鈍った事や、食料品等の

生活必需品の値上げによる消費マインドの冷え込みの影響を受け、ボウリング・アミューズメント共

に軟調な結果となりました。また既存店におきましても、年初カレンダーの実質的な休み明けが２０

０７年年初に比べて１日程度短かった事も影響しております。なお今後の対策として、以下の企画を

計画しております。 

・ボウリング   ⇒ ネット対戦ボウリング（2008 年夏～秋頃開始予定） 

・アミュズメント ⇒ 新型機種の積極的導入 

・スポッチャ   ⇒ 1 時間利用制度のテスト導入（3月 1 日より開始予定） 

（詳細は今後の開示資料、及び弊社ホームページにて順次お知らせします。 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 第４四半期（平成２０年１月～平成２０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％ △２．０％ △２．５％ △３．３％ △２．６％ ＋１．２％ 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 △６．２％ △３．６％ △２．７％ △４．３％ △６．２％ △６．４％ 

ｶﾗｵｹ収入 △２．５％ ＋１．７％ ＋２．７％ ＋０．４％ △１．０％ △０．７％ 

ｽﾎﾟｯﾁｬ収入 △２１．７％ △１８．７％ △１６．４％ △１９．２％ △１８．８％ △１５．５％ 

その他収入 ＋２０．９％ ＋２０．３％ ＋１４．４％ ＋１８．４％ ＋１５．５％ ＋１１．９％ 

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

既存店数（全店数） ６８店（８１店） ６８店（８１店） ６９店（８３店） ※ ※ ※ 
 

【参考資料 Ⅱ】 

 平成２０年３月期 第４四半期（平成２０年１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） 
 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 ２,９５９ ２，２１２ ２，８７６ ８，０４８ １４，３８４ ２８，１２１

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 ３,４５３ ２，５５４ ２，９０２ ８，９１０ １６，８２９ ３３，２９３

ｶﾗｵｹ収入    ５８３ ４１９ ５２２ １，５２５ ２，８２５ ５，４５６

ｽﾎﾟｯﾁｬ収入 １,１０６ ７１５ ９２２ ２，７４３ ４，５５６ ９，２１４

その他収入    ２０４ １６３ １８０ ５４８ １，０１０ １，９１４

総売上 ８,３０６ ６，０６４ ７，４０４ ２１，７７５ ３９，６０６ ７８，０００

 

 


