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第２９期（平成２１年３月期） １月の売上の状況に関するお知らせ 

 

Ⅰ．平成２１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(11/7 発表) 全社実績 差額 

ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ収入 ３，１２５ ３，００３ △１２２ 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 ３，６３９ ２，９８９ △６５０ 

ｶﾗｵｹ収入 ６３４ ５６６ △６８ 

ｽﾎﾟｯﾁｬ収入 １，００７ ９６０ △４６ 

その他収入    ２３０ ２５３ ＋２２ 

総売上 ８，６３７ ７，７７３ △８６４ 

 
 全社計画比(11/7 発表) 全社前年比 既存店前年比 

ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ収入 △３．９％ ＋１．５％ △３．６％ 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 △１７．９％ △１３．４％ △１８．６％ 

ｶﾗｵｹ収入 △１０．７％ △３．０％ △１３．０％ 

ｽﾎﾟｯﾁｬ収入 △４．６％ △１３．２％ △１７．４％ 

その他収入 ＋９．８％ ＋２４．２％ ＋１４．５％ 

総売上 △１０．０％ △６．４％ △１１．９％ 

 
Ⅱ．平成２１年３月期 １月までの売上の状況（平成２０年４月～平成２１年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(11/7 発表) 全社実績 差額 

ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ収入 ２２，９４５ ２３，０１０ ＋６４ 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 ２８，１０６ ２７，０２７ △１，０７９ 

ｶﾗｵｹ収入 ４，８４４ ４，７４２ △１０２ 

ｽﾎﾟｯﾁｬ収入 ７，８１２ ７，６７８ △１３４ 

その他収入 １，９８７ １，９９７ ＋９ 

総売上 ６５，６９６ ６４，４５５ △１，２４１ 

 

 全社計画比(11/7 発表) 全社前年比 既存店前年比 

ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ収入 ＋０．３％ △０．１％ △７．１％ 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 △３．８％ △２．９％ △１０．９％ 

ｶﾗｵｹ収入 △２．１％ ＋５．０％ △６．６％ 

ｽﾎﾟｯﾁｬ収入 △１．７％ ＋１．３％ △１２．１％ 

その他収入 ＋０．５％ ＋２７．２％ ＋１２．９％ 

総売上 △１．９％ △０．１％ △８．８％ 

 

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２１年１月末現在の総店舗数は８７店舗で,うち７９店舗が既存店舗となっております。 

⑤ 平成２０年１１月７日発表の計画と対比させております。 



 

 

Ⅲ．平成２１年３月期 （平成２０年４月～平成２１年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 △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 １１月 １２月 第３四半期 

ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ収入 △７．６％ ＋２．５％ △４．３％ △３．３％ 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 △１０．６％ △８．３％ △８．８％ △９．３％ 

ｶﾗｵｹ収入 △７．９％ ＋２．７％ △９．６％ △５．６％ 

ｽﾎﾟｯﾁｬ収入 △８．７％ ＋１０．１％ △１１．５％ △４．２％ 

その他収入 ＋１１．７％ ＋２１．８％ ＋１６．０％ ＋１６．４％ 

総売上 △８．６％ △１．０％ △７．０％ △５．７％ 

既存店数（全店数） ７４店（８４店） ７５店（８４店） ７５店（８７店） ※ 

 

 １月 

ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ収入 △３．６％ 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 △１８．６％ 

ｶﾗｵｹ収入 △１３．０％ 

ｽﾎﾟｯﾁｬ収入 △１７．４％ 

その他収入 ＋１４．５％ 

総売上 △１１．９％ 

既存店数（全店数） ７９店（８７店） 

≪コメント≫ 

年間を通じて最も利益貢献の高いお正月営業において、元旦から４日までは昨年をわずかに下回るペースで推

移しましたが、本年は５日より仕事はじめとなったため、特別営業期間が２日少なく、消費の低迷もあいまって、

１月第３週前後まで客足が伸びない状況が続き、アミューズメント・スポッチャを中心に苦戦しました。  

 一方、ボウリングについては、ネットワーク対戦の認知の高まりにより設置店舗を中心に回復傾向が見受けら

れるため、現状未設置の約 1/３の店舗に対しても３月前半には全て導入を完了させる予定です。また、アミュ

ーズメントの対策としては、１月中旬よりコインゲームおよびネット対戦系のプレイ価格メニューの見直しと、 

プライズ機の１００円プレイ比率などの見直しなどのテストにおいて昨年度対比でプラスとなるなど、効果のあ

がる店舗が増え始めてきましたので、全店舗への導入を進めております。 

 

（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 ） 

 

※ 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。 

 

 以 上 



 

本日発表の『平成２１年３月期 第３四半期決算短信』におきまして以下の前提により、通期の業績

予想を変更しております。 

 

【参考資料 Ⅰ】 

 平成２１年３月期 第４四半期（平成２１年１月～平成２１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 第３・第４計 通期 

ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ収入 △３．６％ △０．５％ △０．１％ △１．５％ △２．３％ △５．８％ 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 △１８．６％ △１７．３％ △１３．８％ △１６．７％ △１３．２％ △１１．７％ 

ｶﾗｵｹ収入 △１３．０％ △１２．３％ △１１．９％ △１２．４％ △９．３％ △７．５％ 

ｽﾎﾟｯﾁｬ収入 △１７．４％ △０．２％ ＋１．６％ △６．７％ △５．７％ △９．８％ 

その他収入 ＋１４．３％ ＋１６．５％ ＋１３．１％ ＋１４．６％ ＋１５．３％ ＋１３．２％ 

総売上 △１１．９％ △７．８％ △５．５％ △８．６％ △７．３％ △８．４％ 

既存店数 ７９店 ７９店 ７９店 ※ ※ ※ 
（注）１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４四半期（平成２１年１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） 

 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 ３，００３ ２，３７３ ３，１２２ ８，４９８ １４，９４７ ２８，５０５

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 ２，９８９ ２，３１１ ２，６５１ ７，９５３ １５，５９３ ３１，９９０

ｶﾗｵｹ収入 ５６６ ４０４ ５０５ １，４７６ ２，８３８ ５，６５２

ｽﾎﾟｯﾁｬ収入 ９６０ ７０７ １，００１ ２，６６９ ４，５７５ ９，３８８

その他収入 ２５３ ２２２ ２４４ ７１９ １，３０６ ２，４６２

総売上 ７，７７３ ６，０１９ ７，５２５ ２１，３１７ ３９，２６１ ７８，０００

（注）１月計画は実績数値と同額としております。 

 

 

＜新規出店のお知らせ＞ 

 

・ 平成２１年２月１４日オープン予定 ラウンドワン武蔵村山店 

 

・ 平成２１年２月２１日オープン予定 ラウンドワンスタジアム沖縄宜野湾店 

 


