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第２８期（平成２０年３月期） ３月の売上の状況に関するお知らせ 

 

Ⅰ．平成２０年３月期 ３月の売上の状況（３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  ２,８７６  ２,９０７  ＋３０ 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入  ２,９０２  ２,８４７  △５４ 

ｶﾗｵｹ収入    ５２２     ５１４    △８ 

ｽﾎﾟｯﾁｬ収入      ９２２    ９５９  ＋３７ 

その他収入     １８０     ２０３   ＋２２ 

総売上  ７,４０４  ７,４３２  ＋２８ 

 
 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 ＋１．１％ ＋１１．０％ △１．４％ 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 △１．９％ ＋９．２％ △５．４％ 

ｶﾗｵｹ収入 △１．５％ ＋１６．４％ △０．６％ 

ｽﾎﾟｯﾁｬ収入 ＋４．１％ ＋９．１％ △１６．２％ 

その他収入 ＋１２．４％ ＋４３．５％ ＋２２．６％ 

総売上 ＋０．４％ ＋１１．１％ △４．３％ 

 
Ⅱ．平成２０年３月期 ３月までの売上の状況（４月～３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 ２８，１２１ ２８，１８８ ＋６７ 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 ３３，２９３ ３３，２０５ △８８ 

ｶﾗｵｹ収入 ５，４５６ ５，４４７ △９ 

ｽﾎﾟｯﾁｬ収入 ９，２１４ ９，１９９ △１４ 

その他収入 １，９１４ １，９５３ ＋３８ 

総売上 ７８，０００ ７７，９９３ △６ 

 

 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 ＋０．２％ ＋１８．１％ ＋１．４％ 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 △０．３％ ＋１４．１％ △６．８％ 

ｶﾗｵｹ収入 △０．２％ ＋２０．９％ △１．２％ 

ｽﾎﾟｯﾁｬ収入 △０．２％ ＋３２．０％ △１６．１％ 

その他収入 ＋２．０％ ＋４２．６％ ＋１３．２％ 

総売上 △０．０％ ＋１８．５％ △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３月末現在の総店舗数は８３店舗で,うち６９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～３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 ３月 第４四半期 下半期 通期 

ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ収入 △５．１％ △１．１％ △１．４％ △２．７％ △２．２％ ＋１．４％ 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 △６．２％ △５．６％ △５．４％ △５．８％ △６．９％ △６．８％ 

ｶﾗｵｹ収入 △２．５％ △０．３％ △０．６％ △１．３％ △１．９％ △１．２％ 

ｽﾎﾟｯﾁｬ収入 △２１．７％ △２５．７％ △１６．２％ △２０．９％ △１９．９％ △１６．１％ 

その他収入 ＋２０．９％ ＋２５．６％ ＋２２．６％ ＋２２．９％ ＋１８．０％ ＋１３．２％ 

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

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

 

≪コメント≫ 

 平成２０年３月期の総売上は、ほぼ計画通りの着地となりました。個別の売上状況を見ると、ボウリン

グには底打ち感がありますが、アミューズメントは引き続き軟調な状態が続き、３月より１時間利用制度

を導入したスポッチャにつきましては、やや回復感が見えてきました。 

 なお、アミューズメントにつきましては、大型新機種を順次導入する計画としておりますが、本格的な

導入は４月の中旬以降となる予定です（導入時期と設置店舗は、弊社のホームページで確認出来ます）。 

 また、平成２１年３月期につきましても、様々な企画等による既存店のテコ入れに加えて、積極的に新

規店舗を出店することで、業績の向上に努めます。 

 

（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。 

 

 

※ 平成２０年３月期の決算発表は、平成２０年５月９日の１５時頃を予定しております。 


