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第３０期（平成２２年３月期） ４月の売上の状況に関するお知らせ 

 

下記のとおり平成２１年４月の売上の状況をお知らせします。 

（百万円単位：単位未満は切捨表示） 
 全社計画 全社実績 差額 

ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ収入 ２，２８４ ２，２８４ ±０ 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 ２，４３７ ２，４３７ ±０ 
ｶﾗｵｹ収入 ４４８ ４４８ ±０ 
ｽﾎﾟｯﾁｬ収入   ７０３   ７０３ ±０ 
その他収入   ２２８   ２２８ ±０ 
総売上 ６，１０２ ６，１０２ ±０ 
 

 全社計画比 全社前年比 既存店前年比 

ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ収入 ±０％ ＋４．９％ △４．０％ 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 ±０％ △１．１％ △１０．６％ 

ｶﾗｵｹ収入 ±０％ ＋３．４％ △１２．２％ 

ｽﾎﾟｯﾁｬ収入 ±０％ ＋２．２％ △３．２％ 

その他収入 ±０％ ＋３１．２％ ＋６．８％ 

総売上 ±０％ ＋２．７％    △６．９％ 

 

 

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４月末現在の総店舗数は９６店舗で,うち８１店舗が既存店舗となっております。 

⑤ 本日（平成２１年５月１１日）発表の計画と対比させております。 

⑥ ４月の単月計画に関しては、５月に通期計画を発表する関係上『実績＝計画』としております。 



 

≪コメント≫ 

 景気の停滞が長引き個人消費の回復が見られない中、４月の売上も厳しい状況が続きました。ま

た、ＥＴＣ利用者に対する土日祝日の高速道路の上限料金が１０００円とされたことにより、ファミ

リー層を中心として、一時的にレジャーの需要がアウトドアへ傾斜したことや、土日に好天が続いた

結果、花見を中心として屋外で週末を過ごす時間が増えたことが集客に影響を及ぼしたと思われます。 

５月以降は、新しいタレントを使用したテレビコマーシャル等により、当社施設の魅力や、ネット

対戦ボウリングの浸透により、業績の向上を目指して参ります。 

 

（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 

【参考資料Ⅰ】 

 

 平成２２年３月期の出店予定店舗 

 オープン日（予定） 店舗名 店舗タイプ 

1 平成２１年 ４月２４日 仙台苦竹店 スタンダード 

2 平成２１年 ４月２５日 沖縄・南風原店 スタンダード 

3 平成２１年 ６月下旬（予定） 徳島・万代店 スタンダード 

4 平成２１年 ７月下旬（予定） さいたま・上里店 スタンダード 

5 平成２１年 ７月下旬（予定） 習志野店 スタンダード 

6 平成２１年 ８月下旬（予定） 山梨・石和店 スタンダード 

7 平成２１年１０月上旬（予定） 新三郷・ららぽーと店 スタジアム 

8 平成２１年１０月下旬（予定） 静岡・駿河店 スタンダード 

9 平成２１年１０月下旬（予定） 高知店 スタンダード 

10 平成２１年１２月中旬（予定） 市川鬼高店 スタンダード 

11 平成２１年１２月中旬（予定） さいたま・鴻巣店 スタンダード 

（注）店舗名やオープン予定は諸事情により変更される場合があります。 

 

 



 

【参考資料Ⅱ】 

 

 第３０期（平成２１年４月～平成２２年３月）の既存店売上の前年比計画 

 ４月 ５月 ６月 第 1四半期

ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ収入 △４．０％ ＋４．１％ ＋０．９％ ＋０．５％ 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 △１０．６％ △６．７％ △８．０％ △８．３％ 

ｶﾗｵｹ収入 △１２．２％ △１．５％ △３．７％ △５．６％ 

ｽﾎﾟｯﾁｬ収入 △３．２％ ＋０．１％ △８．２％ △３．３％ 

その他収入 ＋６．８％ ＋８．８％ △０．２％ ＋５．３％ 

総売上 △６．９％ △１．２％  △４．３％  △３．９％ 

既存店数 ８１店 ８２店 ８２店 ※ 

 

 ７月 ８月 ９月 第２四半期
第２四半期連結

累計期間 

ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ収入 ＋３．６％ ＋３．９％ ＋６．５％ ＋４．６％ ＋２．６％ 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 △５．２％ △５．２％ ＋０．１％ △３．６％ △５．８％ 

ｶﾗｵｹ収入 ＋０．１％ △３．７％ △２．９％ △２．４％ △３．９％ 

ｽﾎﾟｯﾁｬ収入 △３．６％ △３．０％ ＋２．５％ △１．６％ △２．４％ 

その他収入 ＋７．３％ ＋３．３％ ＋２．０％ ＋４．１％ ＋４．７％ 

総売上 △１．３％ △１．４％ ＋２．４％ △０．２％ △２．０％ 

既存店数 ８２店 ８２店 ８３店 ※ ※ 

 

 １０月 １１月 １２月 第３四半期

ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ収入 ＋４．０％ ＋１．６％ ＋３．８％ ＋３．２％ 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 △０．１％ △２．２％ ＋０．４％ △０．５％ 

ｶﾗｵｹ収入 ＋３．１％ △１．５％ ＋１．３％ ＋０．９％ 

ｽﾎﾟｯﾁｬ収入 ＋０．５％ △３．５％ △５．３％ △２．８％ 

その他収入 ＋４．９％ ＋１．０％ ＋１．８％ ＋２．５％ 

総売上 ＋１．８％ △０．８％ ＋１．２％ ＋０．８％ 

既存店数 ８３店 ８４店 ８４店 ※ 

 

 １月 ２月 ３月 第４四半期
第３四半期～ 

第４四半期累計 
通 期 

ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ収入 ＋６．９％ ＋６．３％ ＋５．３％ ＋６．２％ ＋４．９％ ＋３．８％

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 ＋６．７％ ＋５．６％ ＋２．３％ ＋４．９％ ＋２．３％ △１．８％

ｶﾗｵｹ収入 ＋４．９％ ＋４．３％ ＋４．９％ ＋４．７％ ＋２．９％ △０．５％

ｽﾎﾟｯﾁｬ収入 △１．９％ △３．４％ △８．９％ △４．９％ △４．０％ △３．２％

その他収入 ＋４．０％ ＋３．９％ ＋１．５％ ＋３．１％ ＋２．８％ ＋３．７％

総売上 ＋５．５％ ＋４．８％ ＋２．２％ ＋４．１％ ＋２．６％ ＋０．３％

既存店数 ８７店 ８７店 ８８店 ※ ※ ※ 



 

【参考資料Ⅲ】 

 第３０期（平成２１年４月～平成２２年３月）の全社売上計画 

                       （百万円単位：単位未満は切捨表示） 
 ４月 ５月 ６月 第 1四半期 

ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ収入 ２，２４８ ２，８４２ ２，３０８ ７，４３５ 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 ２，４３７ ３，０５２ ２，５１９ ８，００９ 

ｶﾗｵｹ収入 ４４８ ５６６ ４６４ １，４７９ 

ｽﾎﾟｯﾁｬ収入    ７０３    ９９０ ６４０  ２，３３５ 

その他収入    ２２８    ２６０ ２１１ ７００ 

総売上  ６，１０２ ７，７１３ ６，１４４ １９，９６０ 

 

 ７月 ８月 ９月 第２四半期 上半期 

ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ収入 ２，３５６ ３，３９３ ２，７６４ ８，５１４ １５，９５０

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 ２，８４３ ３，７１０ ３，１７６ ９，７３０ １７，７４０

ｶﾗｵｹ収入   ４９９ ６６９ ５２１ １，６９０ ３，１７０

ｽﾎﾟｯﾁｬ収入    ６１５ １，２３１ ７９８ ２，６４４   ４，９８０

その他収入    ２３４ ２７４ ２５１    ７５９   １，４６０

総売上 ６，５４９ ９，２７８ ７，５１２ ２３，３４０ ４３，３００

 

 １０月 １１月 １２月 第３四半期 

ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ収入 ２，５５０ ２，５５６ ２，９７５ ８，０８２ 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 ２，９６４ ２，８４５ ３，４５５ ９，２６５ 

ｶﾗｵｹ収入 ４８７ ５００ ６５４ １，６４３ 

ｽﾎﾟｯﾁｬ収入 ６７７ ６９５ ７０３ ２，０７６ 

その他収入 ２４１ ２４７ ２７３    ７６２ 

総売上 ６，９２１ ６，８４５ ８，０６２ ２１，８３０ 

 

 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 ３，８３６ ２，９３２ ３，５９８ １０，３６７ １８，４５０ ３４，４００

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 ３，８４３ ３，００５ ３，３０６ １０，１５４ １９，４２０ ３７，１６０

ｶﾗｵｹ収入 ７０３   ５１３ ６２０ １，８３６ ３，４８０ ６，６５０

ｽﾎﾟｯﾁｬ収入 １，０４１ ６７６    ９１５ ２，６３３ ４，７１０   ９，６９０

その他収入 ３１７   ２６０ ３００   ８７７ １，６４０ ３，１００

総売上 ９，７４１ ７，３８７ ８，７４０ ２５，８７０ ４７，７００ ９１，０００

 
以 上 


