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第２８期（平成２０年３月期） ２月の売上の状況に関するお知らせ 

 

Ⅰ．平成２０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(2/8 発表計画) 全社実績 差額 

ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ収入  ２,２１２  ２,２４８  ＋３６ 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入  ２,５５４  ２,５２０  △３３ 

ｶﾗｵｹ収入    ４１９     ４１８    △１ 

ｽﾎﾟｯﾁｬ収入      ７１５    ６６２  △５２ 

その他収入     １６３     １７９   ＋１６ 

総売上  ６,０６４  ６,０３０  △３４ 

 
 全社計画比(2/8 発表計画) 全社前年比 既存店前年比 

ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ収入 ＋１．６％ ＋１１．９％ △１．１％ 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 △１．３％ ＋１１．２％ △５．６％ 

ｶﾗｵｹ収入 △０．３％ ＋１７．９％ △０．３％ 

ｽﾎﾟｯﾁｬ収入 △７．３％ ＋１．１％ △２５．７％ 

その他収入 ＋１０．１％ ＋５１．６％ ＋２５．６％ 

総売上 △０．６％ ＋１１．５％ △５．３％ 

 
Ⅱ．平成２０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(2/8 発表計画) 全社実績 差額 

ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ収入 ２５，２４４ ２５，２８０ ＋３６ 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 ３０，３９０ ３０，３５７ △３３ 

ｶﾗｵｹ収入 ４，９３４ ４，９３３ △１ 

ｽﾎﾟｯﾁｬ収入 ８，２９２ ８，２３９ △５２ 

その他収入 １，７３３ １，７５０ ＋１６ 

総売上 ７０，５９５ ７０，５６１ △３４ 

 

 全社計画比(2/8 発表計画) 全社前年比 既存店前年比 

ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ収入 ＋０．１％ ＋１８．９％ ＋１．７％ 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 △０．１％ ＋１４．６％ △７．０％ 

ｶﾗｵｹ収入 △０．０％ ＋２１．４％ △１．３％ 

ｽﾎﾟｯﾁｬ収入 △０．６％ ＋３５．４％ △１６．１％ 

その他収入 ＋１．０％ ＋４２．５％ ＋１２．２％ 

総売上 △０．０％ ＋１９．３％ △４．０％ 

 

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２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２０年２月８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～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 ＋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 ２月 

ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ収入 △５．１％ △１．１％ 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 △６．２％ △５．６％ 

ｶﾗｵｹ収入 △２．５％ △０．３％ 

ｽﾎﾟｯﾁｬ収入 △２１．７％ △２５．７％ 

その他収入 ＋２０．９％ ＋２５．６％ 

総売上 △７．１％ △５．３％ 

既存店数（全店数） ６８店（８１店） ６８店（８１店）

 

≪コメント≫ 

 引き続き原料高等の影響により個人消費が冷え込む中、総体的に軟調な状態が続いております。ボ

ウリングに関しては、やや下げ止まり感が見受けられますが、今後、アミューズメントにおいては、

４月以降に発売される新型機種の積極的導入、スポッチャにおいては３月１日から開始している１時

間利用制度により業績の回復に努めていきたいと考えております。 

 

（ＩＲや企画の情報等に関しては、順次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。 

 


