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第３０期（平成２２年３月期） １０月の売上の状況に関するお知らせ 

 

Ⅰ．平成２２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 全社実績 差額 

ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ収入 ２，５５０ ２，２２０ △３２９ 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 ２，９６４ ２，５８６ △３７８ 

ｶﾗｵｹ収入 ４８７ ４４８ △３９ 

ｽﾎﾟｯﾁｬ収入 ６７７ ６０２   △７５ 

その他収入   ２４１ ２２７ △１４ 

総売上 ６，９２１ ６，０８４ △８３７ 

 
 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 △１２．９％ ＋９．４％ △６．２％ 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 △１２．８％ ＋６．０％ △１２．５％ 

ｶﾗｵｹ収入 △８．０％ ＋１２．２％ △１２．０％ 

ｽﾎﾟｯﾁｬ収入 △１１．１％ ＋０．３％ △１０．５％ 

その他収入 △５．８％ ＋２４．１％ △４．４％ 

総売上 △１２．１％ ＋７．６％    △９．７％ 

 
Ⅱ．平成２２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 全社実績 差額 

ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ収入 １８，５００ １７，２２９ △１,２７０ 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 ２０，７０４ １９，１６８ △１,５３６ 

ｶﾗｵｹ収入 ３，６５７ ３，４４４ △２１３ 

ｽﾎﾟｯﾁｬ収入 ５，６５７ ５，３３４ △３２３ 

その他収入 １，７０１ １，７４５ ＋４３ 

総売上 ５０，２２１ ４６，９２１ △３，３００ 

 

 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 △６．９％ ＋１０．５％ △１．７％ 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 △７．４％ ＋１．８％ △１１．０％ 

ｶﾗｵｹ収入 △５．８％ ＋７．２％ △１１．９％ 

ｽﾎﾟｯﾁｬ収入  △５．７％ △１．５％ △６．７％ 

その他収入 ＋２．６％ ＋３０．３％ ＋３．５％ 

総売上 △６．６％ ＋５．７％ △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１０月末現在の総店舗数は１０３店舗で,うち８３店舗が既存店舗となっております。 

⑤ 平成２１年５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～１０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 

ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ収入 △６．２％

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 △１２．５％

ｶﾗｵｹ収入 △１２．０％

ｽﾎﾟｯﾁｬ収入 △１０．５％

その他収入 △４．４％

総売上 △９．７％

既存店数（全店数） ８３店（103 店）

 

≪コメント≫ 

長引く景気の停滞により、ファミリー層を中心とした消費者の生活防衛が強まり、加えて新型インフ

ルエンザの拡大により集客施設への客足が遠のいた結果、当月も軟調な状態が続きました。 

当面は外部環境が厳しい状況が継続することが予想されますが、当社におきましては、以下の施策に

より、業績の回復に努めて参ります。 

 【週末２４時間営業の実施】 

  10 月 31 日より、金曜、土曜、祝前日の営業時間を 24 時間体制としております。 

   （アミューズメントコーナーを除く。また、一部店舗は従来通りの営業時間のままです） 

 【携帯メール会員制度】 

  割引クーポン等の機能を充実させ、集客のアップと販促費の削減を目指します。 

 【ネットワーク対戦ボウリングに大会機能を追加】 

  『ぼうりんぐ番長』のカードホルダーに限定された各種大会や、カードホルダー以外でも、ネット

ワークを活用して、全国レベルでのボウリング大会の開催が可能となりました。 

 【その他】 

   ・メダルバンクの預け入れ枚数の上限を撤廃 

   ・アミューズメント新機種を積極的に導入 

   ・マイキューＧＥＴキャンペーン 

   ・マイダーツＧＥＴキャンペーンなど 

（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 ） 

 

 

以 上 

【近日オープン予定店舗】 

 

◆ラウンドワン市川鬼高店（平成２１年１２月中旬オープン予定） 



 

【参考資料 Ⅰ】 

 平成２２年３月期 第３・第４四半期（平成２１年１０月～平成２２年３月） 

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 △６．２％ △３．６％ ＋１．４％ △２．６％ 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 △１２．５％ △８．９％ △１．１％ △７．１％ 

ｶﾗｵｹ収入 △１２．０％ △８．０％ △０．７％ △６．３％ 

ｽﾎﾟｯﾁｬ収入 △１０．５％ △９．２％ △５．７％ △８．４％ 

その他収入 △４．４％ ＋３．４％ ＋４．０％ ＋１．２％ 

総売上 △９．７％ △６．５％  △０．５％ △５．３％ 

既存店数 ８３店 ８４店 ８４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 ＋５．２％ ＋３．２％ ＋１．６％ ＋３．４％ ＋０．７％ △０．１％ 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 ＋２．４％ ＋２．０％ ＋０．０％ ＋１．５％ △２．７％ △６．８％ 

ｶﾗｵｹ収入 ＋４．５％ ＋１．７％ ＋１．９％ ＋２．９％ △１．５％ △６．６％ 

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

その他収入 ＋１１．７％ ＋９．２％ ＋５．８％ ＋８．９％ ＋５．４％ ＋５．１％ 

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

既存店数 ８７店 ８７店 ８９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２２年３月期 第３・第４四半期（平成２１年１０月～平成２２年３月） 

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 ２，２２０ ２，３６２ ２，８２８ ７，４１１ 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 ２，５８６ ２，６１６ ３，３６０  ８，５６３ 

ｶﾗｵｹ収入 ４４８ ４８６ ６６０ １，５９５ 

ｽﾎﾟｯﾁｬ収入 ６０２ ６５８ ７０２ １，９６３ 

その他収入 ２２７ ２４９ ２７４ ７５１ 

総売上 ６，０８４ ６，３７３ ７，８２６ ２０，２８５ 

 

 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 ３，６５９ ２，７５７ ３，４０３ ９，８１９ １７，２３０ ３２，２４０

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 ３，６３０ ２，８５７ ３，１７６ ９，６６４ １８，２２７ ３４，８１０

ｶﾗｵｹ収入 ７１６ ５１５ ６１６ １，８４８ ３，４４４ ６，４４０

ｽﾎﾟｯﾁｬ収入 １，０５０ ６６６ ９４７ ２，６６４ ４，６２７ ９，３６０

その他収入 ３２２ ２６０ ２９８ ８８０ １，６３２ ３，１５０

総売上 ９，３７９ ７，０５７ ８，４４１ ２４，８７７ ４５，１６３ ８６，０００

（注）１０月計画は実績数値と同額としております。 

 


