
 
 平成 22 年 2 月 10 日 

各  位 

                    大阪府堺市堺区戎島町４丁４５番地１ 

                   堺駅前ポルタスセンタービル 

                株式会社ラウンドワン 

                       代表取締役社長 杉野 公彦 

                       （コード番号：4680 東証・大証第一部） 

                               http://www.round1.co.jp 

第３０期（平成２２年３月期） １月の売上の状況に関するお知らせ 

 

Ⅰ．平成２２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 全社実績 差額 

ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ収入 ３，６５９ ３，１９４ △４６４ 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 ３，６３０ ３，１０９ △５２０ 

ｶﾗｵｹ収入 ７１６ ６０８ △１０８ 

ｽﾎﾟｯﾁｬ収入 １,０５０ ９３０  △１１９ 

その他収入   ３２２ ２６５ △５６ 

総売上 ９，３７９ ８，１０９ △１,２６９ 

 
 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 △１２．７％ ＋６．４％ △７．４％ 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 △１４．３％ ＋４．０％ △１０．７％ 

ｶﾗｵｹ収入 △１５．１％ ＋７．５％ △１３．２％ 

ｽﾎﾟｯﾁｬ収入 △１１．４％ △３．１％ △１０．３％ 

その他収入 △１７．６％ ＋４．６％ △１０．４％ 

総売上 △１３．５％ ＋４．３％    △９．６％ 

 
Ⅱ．平成２２年３月期 １月までの売上の状況（４月～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 全社実績 差額 

ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ収入 ２６，０７９ ２５，０５４ △１,０２５ 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 ２８，７７５ ２７，９６７ △８０８ 

ｶﾗｵｹ収入 ５，３０８ ５，０５７ △２５１ 

ｽﾎﾟｯﾁｬ収入 ７，７４６ ７，４１７ △３２８ 

その他収入 ２，５９１ ２，４５１ △１４０ 

総売上 ７０，５０１ ６７，９４７ △２,５５３ 

 

 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 △３．９％ ＋８．９％ △４．０％ 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 △２．８％ ＋３．５％ △１０．３％ 

ｶﾗｵｹ収入 △４．７％ ＋６．６％ △１３．０％ 

ｽﾎﾟｯﾁｬ収入 △４．２％ △３．４％ △９．３％ 

その他収入 △５．４％ ＋２２．７％ △２．１％ 

総売上 △３．６％ ＋５．４％ △７．９％ 

 

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２２年１月末現在の総店舗数は１０４店舗で,うち８７店舗が既存店舗となっております。 

⑤ 平成２１年１１月１１日発表の計画と対比させております。 

 



 

Ⅲ．平成２２年３月期 （４月～１月）の売上高既存店前年比推移 

 ４月 ５月 ６月 １Ｑ 

ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ収入 △４．０％ ＋２．７％ △２．６％ △１．１％ 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 △１０．６％ △４．８％ △１１．４％ △８．７％ 

ｶﾗｵｹ収入 △１２．２％ △５．８％ △１４．１％ △１０．５％ 

ｽﾎﾟｯﾁｬ収入 △３．２％ △３．８％ △１５．９％ △７．１％ 

その他収入 ＋６．８％ ＋１１．６％ ＋８．１％ ＋９．０％ 

総売上 △６．９％    △１．７％   △８．４％   △５．４％ 

既存店数（全店数） ８１店（９６店） ８２店（９６店） ８２店（９７店） ※ 

 

 ７月 ８月 ９月 ２Ｑ １Ｑ～２Ｑ

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

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 △９．８％ △１４．８％ △１２．９％ △１２．７％ △１０．８％

ｶﾗｵｹ収入 △８．８％ △１７．７％ △１１．３％ △１３．１％ △１１．８％

ｽﾎﾟｯﾁｬ収入 ＋１．０％ △１１．６％ △０．７％ △５．５％ △６．３％

その他収入 ＋６．８％ △２．５％ △１．０％ ＋０．８％ ＋４．７％

総売上 △３．１％ △１０．９％ △６．９％ △７．４％ △６．４％

既存店数（全店数） ８２店（９９店） ８２店（100 店） ８３店（101 店） ※ ※ 
 

 １０月 １１月 １２月 ３Ｑ １Ｑ～３Ｑ

ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ収入 △６．２％ △１１．９％ △７．７％ △８．６％ △３．５％

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 △１２．５％ △９．７％ △５．９％ △９．２％ △１０．３％

ｶﾗｵｹ収入 △１２．０％ △１８．２％ △１５．６％ △１５．３％ △１３．０％

ｽﾎﾟｯﾁｬ収入 △１０．５％ △２１．９％ △１６．９％ △１６．６％ △９．２％

その他収入 △４．４％ △１４．２％ △１６．８％ △１２．１％ △０．９％

総売上 △９．７％ △１２．７％ △８．８％ △１０．３％ △７．７％

既存店数（全店数） ８３店（103 店） ８４店（103 店） ８４店（104 店） ※ ※ 
 

 １月 

ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ収入 △７．４％

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 △１０．７％

ｶﾗｵｹ収入 △１３．２％

ｽﾎﾟｯﾁｬ収入 △１０．３％

その他収入 △１０．４％

総売上 △９．６％

既存店数（全店数） ８７店（104 店）

≪コメント≫ 

厳しい雇用・所得環境により、消費マインドは冷え込んだ状態が続いております。更に新型インフル

エンザ等の影響により、当月も軟調な結果となりました。 

既存店におきましては上記の厳しい経営環境に加え、前年に比べて正月休みが１日少なかったことも

あり、業界全体が大きく落ち込みましたが、当社施設におきましても来場者数に影響が生じました。 

新型インフルエンザの影響は、受験シーズンの終息と共に解消されることが予想されますが、今しば

らくは、厳しい状況が続くものと思われます。 

当社におきましては、多店舗展開の強みを活かし、既にネットワーク回線を利用した企画をボウリン

グで実施しておりますが、今後はアミューズメントにも取り入れる予定です。 

またメール会員制度を充実等により他の施設との差別化を図り、新規顧客の獲得や囲い込み、加えて

リピート率を向上させることで業績の向上を目指します。 

（各種ＩＲ情報や新型機種の導入状況等に関しては、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２２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２２年３月期 第４四半期（平成２２年１月～平成２２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 ３，１９４ ２，５９０ ３，３５４ ９,１４０ １５,９９０ ３１，０００

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 ３，１０９ ２，６８９ ３，１７３ ８,９７２ １７,２４７ ３３，８３０

ｶﾗｵｹ収入 ６０８ ５００ ６０２ １,７１１ ３,１６４ ６，１６０

ｽﾎﾟｯﾁｬ収入 ９３０ ６３２ ９５９ ２,５２２ ４,２７７ ９，０１０

その他収入 ２６５ ２５２ ２９６ ８１４ １,４８２ ３，０００

総売上 ８，１０９ ６，６６５ ８，３８７ ２３,１６１ ４２,１６３ ８３，０００

（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２２年３月期 第４四半期（平成２２年１月～平成２２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 △７．４％ △２．９％ ＋０．２％ △３．４％ △５．７％ △３．５％ 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 △１０．７％ △４．０％ △０．１％ △５．２％ △７．１％ △９．０％ 

ｶﾗｵｹ収入 △１３．２％ △１．０％ △０．４％ △５．４％ △１０．１％ △１１．０％ 

ｽﾎﾟｯﾁｬ収入 △１０．３％ △５．６％ △４．２％ △６．８％ △１０．６％ △７．３％ 

その他収入 △１０．４％ ＋５．８％ ＋５．３％ △０．１％ △５．４％ △０．７％ 

総売上 △９．６％ △３．６％ △０．７％ △４．８％ △７．３％ △６．９％ 

既存店数 ８７店 ８７店 ８９店 ※ ※ ※

（注）１月計画は実績数値と同額としております。 

 


