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第２９期（平成２１年３月期） １０月の売上の状況に関するお知らせ 

 

Ⅰ．平成２１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(5/9 発表) 全社実績 差額 

ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ収入 ２，１８２ ２，０２９ △１５２ 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 ２，７８３ ２，４４０ △３４２ 

ｶﾗｵｹ収入 ４４８ ３９９ △４８ 

ｽﾎﾟｯﾁｬ収入 ５７２ ６００ ＋２７ 

その他収入   １７８ １８３ ＋４ 

総売上 ６，１６４ ５，６５３ △５１１ 

 
 全社計画比(5/9 発表) 全社前年比 既存店前年比 

ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ収入 △７．０％ △１．８％ △７．６％ 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 △１２．３％ △４．５％ △１０．６％ 

ｶﾗｵｹ収入 △１０．７％ ＋２．９％ △７．９％ 

ｽﾎﾟｯﾁｬ収入 ＋４．９％ ＋３．５％ △８．７％ 

その他収入 ＋２．７％ ＋２４．７％ ＋１１．７％ 

総売上 △８．３％ △１．４％ △８．６％ 

 
Ⅱ．平成２１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(5/9 発表) 全社実績 差額 

ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ収入 １６，８８２ １５，５８８ △１，２９４ 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 ２０，３８３ １８，８３８ △１，５４５ 

ｶﾗｵｹ収入 ３，３４８ ３，２１３ △１３４ 

ｽﾎﾟｯﾁｬ収入 ５，２７２ ５，４１３ ＋１４０ 

その他収入 １，２７８ １，３３８ ＋６０ 

総売上 ４７，１６４ ４４，３９２ △２，７７２ 

 

 全社計画比(5/9 発表) 全社前年比 既存店前年比 

ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ収入 △７．７％ △１．４％ △９．３％ 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 △７．６％ △０．９％ △１０．２％ 

ｶﾗｵｹ収入 △４．０％ ＋６．４％ △５．９％ 

ｽﾎﾟｯﾁｬ収入 ＋２．７％ ＋３．４％ △１３．３％ 

その他収入 ＋４．７％ ＋２７．４％ ＋１１．０％ 

総売上 △５．９％ ＋０．６％ △９．４％ 

 

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 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１０月末現在の総店舗数は８４店舗で,うち７４店舗が既存店舗となっております。 

⑤ 平成２０年５月９日発表の計画と対比させております。 

⑥ 本日発表の第２四半期決算にて、第３四半期・第４四半期における各月の売上高を見直しております。また通期の総売上高も期初計

画から変更しております。 

 



 

Ⅲ．平成２１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 △７．６％ △３．３％ △９．５％ △６．７％ 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 △１０．４％ △９．３％ △１２．２％ △１０．５％ 

ｶﾗｵｹ収入 △６．３％ ＋２．１％ △６．９％ △３．５％ 

ｽﾎﾟｯﾁｬ収入 △２９．１％ △１１．７％ △１３．２％ △１８．０％ 

その他収入 ＋１２．１％ ＋２３．２％ ＋６．９％ ＋１４．２％ 

総売上 △１１．０％ △６．１％ △１０．５％ △９．０％ 

既存店数（全店数） ７２店（８４店） ７３店（８４店） ７３店（８４店） ※ 

 

 ７月 ８月 ９月 第２四半期 第２四半期累計

ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ収入 △１６．４％ △７．０％ △１４．１％ △１２．１％ △９．５％

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 △１２．０％ △５．０％ △１２．９％ △９．７％ △１０．１％

ｶﾗｵｹ収入 △１０．５％ ＋１．６％ △１４．５％ △７．５％ △５．６％

ｽﾎﾟｯﾁｬ収入 △２４．５％ ＋７．６％ △１９．０％ △１０．０％ △１３．９％

その他収入 ＋４．４％ ＋１１．６％ ＋７．５％ ＋８．０％ ＋１０．８％

総売上 △１４．４％ △３．２％ △１３．７％ △１０．０％ △９．６％

既存店数（全店数） ７２店（８２店） ７２店（８３店） ７４店（８３店） ※ ※ 

 

 １０月 

ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ収入 △７．６％ 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 △１０．６％ 

ｶﾗｵｹ収入 △７．９％ 

ｽﾎﾟｯﾁｬ収入 △８．７％ 

その他収入 ＋１１．７％ 

総売上 △８．６％ 

既存店数（全店数） ７４店（８４店） 

 

≪コメント≫ 

 ガソリン価格は落ち着き始める兆しが見え出してきましたが、食料品や生活必需品等の値段は変わらない状態

が続き、消費者心理は改善する傾向は見えず、引き続き厳しい状況が続きました。 

 このような状況の中で、１０月より順次スタートしたネット対戦リアルボウリング『がんばれ！ぼうりんぐ番

長！』が好評を得ており、企画をスタートした段階ですが、未設置店舗に比べて、約５％程度の増収となってお

ります。なお、平成２０年１０月末の設置店舗は、総店舗数８４店舗に対して５６店舗ですが、平成２１年３月

末までには、全店舗に設置する予定です。また、その他にも『バースデーボウリング』、『小中高生や団体を対象

とした複合割引パック』、『ビリヤードやダーツのトーナメント大会』等の企画のスタートを予定しております。 

 当面は厳しい外部環境が続くものと思われますが、ラウンドワン独自の企画を打ち出し、差別化を鮮明にする

ことで、業績の向上に努め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２１年３月期 第３・第４四半期（平成２０年１０月～平成２１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 △７．６％ △４．２％ △１０．０％ △７．４％ 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 △１０．６％ △１．９％ △７．１％ △６．７％ 

ｶﾗｵｹ収入 △７．９％ ＋４．３％ △４．３％ △３．０％ 

ｽﾎﾟｯﾁｬ収入 △８．７％ ＋４．２％ △２．９％ △２．７％ 

その他収入 ＋１１．７％ ＋２８．２％ ＋２６．５％ ＋２２．２％ 

総売上 △８．６％ △０．８％  △６．６％ △５．５％ 

既存店数 ７４店 ７５店 ７５店 ※ 

 

 １月 ２月 ３月 第４四半期 第３・第４計 通期 

ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ収入 ＋０．０％ ＋０．１％ ＋０．５％ ＋０．２％ △３．１％ △６．３％ 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 △２．６％ △５．７％ △１．７％ △３．２％ △４．８％ △７．６％ 

ｶﾗｵｹ収入 △１．０％ △１．９％ △０．５％ △１．１％ △１．９％ △３．７％ 

ｽﾎﾟｯﾁｬ収入 △１２．７％ △４．１％ △２．３％ △７．１％ △５．３％ △９．６％ 

その他収入 ＋７．６％ ＋１２．４％ ＋９．１％ ＋９．６％ ＋１５．１％ ＋１３．１％ 

総売上 △２．７％ △２．６％ △０．５％ △１．９％ △３．５％ △６．６％ 

既存店数 ７９店 ７９店 ７９店 ※ ※ ※ 
（注）１０月計画は実績数値と同額としております。 

 

【参考資料 Ⅱ】 

 平成２１年３月期 第３・第４四半期（平成２０年１０月～平成２１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 ２，０２９ １，９５８ ２，２７３ ６，２６１ 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 ２，４４０ ２，６３３ ２，９９５  ８，０６８ 

ｶﾗｵｹ収入 ３９９ ４３５ ５６１ １，３９６ 

ｽﾎﾟｯﾁｬ収入 ６００ ６４９ ７４２ １，９９２ 

その他収入 １８２ １９４ ２２３ ６００ 

総売上 ５，６５３ ５，８７１ ６，７９５ １８，３２０ 

 

 １月 ２月 ３月 第４四半期 第３・第４計 通期 

ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ収入 ３，１２４ ２，３８６ ３，１４２ ８，６５３ １４，９１５ ２８，４７４

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 ３，６３９ ２，６３５ ３，０２３ ９，２９９ １７，３６８ ３３，７６６

ｶﾗｵｹ収入 ６３４ ４５２ ５７１ １，６５７ ３，０５４ ５，８６８

ｽﾎﾟｯﾁｬ収入 １，００７ ６７９ ９６１ ２，６４８ ４，６４０ ９，４５４

その他収入 ２３１ ２１４ ２３６ ６８１ １，２８２ ２，４３８

総売上 ８，６３７ ６，３６８ ７，９３５ ２２，９４１ ４１，２６１ ８０，０００

（注）１０月計画は実績数値と同額としております。 


