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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31日） 

※平成21年１月４日付で、普通株式１株につき100株の割合で株式分割を実施しております。 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期第3四半期 59,838 5.6 7,676 △19.8 4,626 △36.2 2,227 △28.4

21年3月期第3四半期 56,682 ― 9,575 ― 7,252 ― 3,113 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

22年3月期第3四半期 31.34 27.45
21年3月期第3四半期 4,935.07 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年3月期第3四半期 243,263 82,659 34.0 1,089.06
21年3月期 216,059 72,393 33.5 1,147.61

（参考） 自己資本  22年3月期第3四半期  82,659百万円 21年3月期  72,393百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  

※平成21年１月４日付で、普通株式１株につき100株の割合で株式分割を実施しております。 

1株当たり配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 1,000.00 ― 10.00 ―

22年3月期 ― 10.00 ―

22年3月期 
（予想）

10.00 20.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率） 

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 83,000 6.4 13,100 △3.8 9,000 △8.1 4,100 3.1 54.02
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4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※平成21年１月４日付で、普通株式１株につき100株の割合で株式分割を実施しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記の予想は現時点で入手可能な情報により算出したものであり、実際の業績はさまざまな要因によって異なる結果となる可能性があります。 

新規 ―社 （ 社名 ） 除外 ―社 （ 社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第3四半期 76,062,479株 21年3月期 63,241,354株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期 162,551株 21年3月期 159,441株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 71,075,750株 21年3月期第3四半期 630,872株
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（参考）個別業績予想 

 

平成 22 年３月期の個別業績予想（平成 21 年４月１日～平成 22 年３月 31 日） 

(％表示は対前期増減率) 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
1 株当たり当期

純利益 

 
通期 

百万円 

83,000 

％ 

6.4 

百万円

7,300

％

△15.6

百万円

9,000

％

△8.1

百万円

4,100

％ 

3.1 

円 銭

54.02

（注）個別業績予想数値の当四半期における修正の有無 有 
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、一部の企業収益に回復の兆しが見受けられましたが、全体的

には雇用・所得環境の低迷等により個人消費は冷え込んだ状態が続いており、更にデフレ圧力も強まる中、景気の本

格的な回復へは至りませんでした。 

ボウリング・アミューズメント・カラオケ業界におきましても、消費者の生活防衛意識や節約志向が強まる一方で、新

型インフルエンザの影響や、オーバーストア状態による競争激化等により、来客数が弱含みで推移した結果、サービ

ス業界全体的に厳しい状態が続いております。 

 このような経済状況の中、当社におきましては、価格戦略の見直しや、多店舗展開の強みを活かしたネットワーク対

戦ボウリングや、ボウリング競技会等の企画等に加え、新型アミューズメントゲーム機を積極的に導入することで業績

の向上に努めました。 

なお、当第３四半期連結累計期間の新規出店は下記の１０店舗で、平成２１年１２月末の総店舗数は１０４店舗となり

ました。 

オープン日 店舗名 店舗タイプ 

平成２１年４月２４日 仙台苦竹店 スタンダード 

平成２１年４月２５日 沖縄・南風原店 スタンダード 

平成２１年６月２０日 徳島・万代店 スタンダード 
平成２１年７月４日 さいたま・上里店 スタンダード 
平成２１年７月１１日 習志野店 スタンダード 
平成２１年８月８日 山梨・石和店 スタンダード 
平成２１年９月１７日 ららぽーと新三郷店 スタジアム 

平成２１年１０月９日 高知店 スタンダード 

平成２１年１０月１０日 静岡・駿河店 スタンダード 

平成２１年１２月１２日 市川鬼高店 スタンダード 

    （注）退店はありませんでした。 

 

また、当第３四半期連結累計期間の全社売上高と既存店売上の前年比は、以下のようになっております。 

 

Ⅰ．平成２２年３月期（平成２１年４月～平成２１年１２月）全社売上高の状況 

（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 ２２，４２０ ２１，８５９ △５６０ 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 ２５，１４５ ２４，８５７ △２８８ 

ｶﾗｵｹ収入 ４，５９１ ４，４４８ △１４２ 

ｽﾎﾟｯﾁｬ収入 ６，６９５ ６，４８７ △２０８ 

その他収入 ２，２６９ ２，１８５ △８３ 

総売上 ６１，１２２ ５９，８３８ △１，２８３ 

（注）平成２１年１１月１１日発表計画との差額です。 

 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 △２．５％ ＋９．３％ △３．５％ 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 △１．１％ ＋３．４％ △１０．３％ 

ｶﾗｵｹ収入 △３．１％ ＋６．５％ △１３．０％ 

ｽﾎﾟｯﾁｬ収入 △３．１％ △３．４％ △９．２％ 

その他収入 △３．７％ ＋２５．４％ △０．９％ 

総売上 △２．１％ ＋５．６％ △７．７％ 

（注）平成２１年１１月１１日発表計画との対比です。 

（株）ラウンドワン（4680）　平成22年３月期　第３四半期決算短信

－4－



 
 

 

Ⅱ．平成２２年３月期（平成２１年４月～平成２１年１２月）既存店売上高の前年比推移 

 

 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） ※ ※ 
 

これらの結果、当第３四半期連結累計期間の連結業績は、売上高５９８億３千８百万円（前年同期比５．６％

増）、営業利益は７６億７千６百万円（前年同期比１９．８％減）、経常利益は４６億２千６百万円（前年同期

比３６．２％減）、当第３四半期純利益は２２億２千７百万円（前年同期比２８．４％減）となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期連結会計期間末における総資産は２，４３２億６千３百万円となり、前連結会計年度末に比べ 

２７２億４百万円増加しました。これは主に新規出店に伴う建物及び構築物、土地、リース資産の増加による

ものです。 

 当第３四半期連結会計期間末における負債合計は１，６０６億４百万円となり、前連結会計年度末に比べ 

１６９億３千８百万円増加しました。これは主にリース債務と１年内償還予定の新株予約権付社債、及び長期

借入金の増加によるものです。 

 当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は、８２６億５千９百万円となり、前連結会計年度末に比

べ１０２億６千５百万円増加しました。これは主に新株予約権付社債の株式への転換や、第三者割当増資によ

る株式の発行に伴う、資本金・資本剰余金の増加によるものです。 
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３．連結業績予想に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間の実績や直近の業績動向を踏まえ、通期の業績を以下のように修正させて頂きます。 

連結業績予想の修正 

 
売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

１株当たり 

 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

前回発表予想（Ａ）  ８６，０００  １４，６００  １０，５００   ４，９００       67  33 

今回修正予想（Ｂ）  ８３，０００  １３，１００   ９，０００   ４，１００       54  02 

増減額（Ｂ）－（Ａ）  △３，０００  △１，５００  △１，５００    △８００           － 

増減率（％）     △３．５     △１０．３    △１４．３     △１６．３           － 

前期実績 ７７，９８３ １３，６１１   ９，７９８   ３，９７７       63  05 

「参考」個別業績予想の修正 

 
売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

１株当たり 

 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

前回発表予想（Ａ）  ８６，０００   ９，４００  １０，５００   ４，９００       67  33 

今回修正予想（Ｂ）  ８３，０００   ７，３００   ９，０００   ４，１００       54  02 

増減額（Ｂ）－（Ａ）  △３，０００  △２，１００  △１，５００    △８００           － 

増減率（％）     △３．５     △２２．３    △１４．３     △１６．３           － 

前期実績 ７７，９８３ ８，６５１   ９，７９８   ３，９７７       63  05 

 

なお、売上高につきましては以下の前提をもとに算出しております。 

【平成２２年１月～平成２２年３月）の全社売上計画】              （単位：百万円） 

 １月 ２月 ３月 ４Ｑ ３Ｑ-４Ｑ 通期計 

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 

 

【平成２２年１月～平成２２年３月）の既存店売上前年比計画】 

 １月 ２月 ３月 ４Ｑ ３Ｑ-４Ｑ 通期計 

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。 

 

４．その他 

（１） 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 

該当事項はありません。 

（２） 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

    該当事項はありません。 

（３） 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

      該当事項はありません。 
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 14,044 11,270

現金及び預金（責任財産限定対象） 8,765 10,255

売掛金 209 292

商品 210 167

貯蔵品 1,343 891

その他 7,504 5,207

その他（責任財産限定対象） 650 959

流動資産合計 32,728 29,043

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 87,449 66,093

減価償却累計額 △16,374 △12,437

建物及び構築物（純額） 71,075 53,656

建物及び構築物（責任財産限定対象） 48,098 57,412

減価償却累計額 △7,146 △6,719

建物及び構築物（責任財産限定対象）
（純額）

40,952 50,692

土地 38,062 19,862

土地（責任財産限定対象） 29,614 39,847

リース資産 22,171 12,016

減価償却累計額 △5,076 △1,741

リース資産（純額） 17,094 10,275

その他 15,015 13,216

減価償却累計額 △10,692 △9,416

その他（純額） 4,323 3,799

有形固定資産合計 201,122 178,133

無形固定資産 149 133

投資その他の資産   

その他 8,867 8,345

その他（責任財産限定対象） 396 403

投資その他の資産合計 9,263 8,748

固定資産合計 210,535 187,015

資産合計 243,263 216,059
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 179 137

1年内償還予定の社債 2,413 2,350

1年内償還予定の新株予約権付社債 1,800 －

短期借入金 2,253 2,272

1年内返済予定の長期借入金 5,045 1,774

1年内返済予定の長期借入金（責任財産限定） 11,849 15,403

リース債務 5,510 3,320

出店中止損失引当金 － 600

未払法人税等 12 368

その他 4,321 13,256

流動負債合計 33,386 39,484

固定負債   

社債 6,373 5,250

長期借入金 56,946 31,074

長期借入金（責任財産限定） 51,575 59,797

役員退職慰労引当金 204 188

リース債務 10,880 7,401

その他 1,238 468

固定負債合計 127,218 104,181

負債合計 160,604 143,665

純資産の部   

株主資本   

資本金 20,024 15,324

資本剰余金 20,499 15,799

利益剰余金 42,999 42,130

自己株式 △315 △313

株主資本合計 83,208 72,941

評価・換算差額等   

土地再評価差額金 △548 △548

為替換算調整勘定 △0 －

評価・換算差額等合計 △549 △548

純資産合計 82,659 72,393

負債純資産合計 243,263 216,059
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 56,682 59,838

売上原価 45,790 50,846

売上総利益 10,891 8,992

販売費及び一般管理費 1,316 1,315

営業利益 9,575 7,676

営業外収益   

受取利息及び配当金 60 113

協賛金収入 16 16

その他 83 120

営業外収益合計 159 250

営業外費用   

支払利息 2,438 3,117

その他 44 183

営業外費用合計 2,482 3,300

経常利益 7,252 4,626

特別利益   

投資有価証券売却益 5 －

出店中止損失引当金戻入額 － 40

特別利益合計 5 40

特別損失   

固定資産除却損 1,080 167

店舗閉鎖損失 158 －

出店中止損失 － 508

開業費償却 508 －

特別損失合計 1,747 675

税金等調整前四半期純利益 5,510 3,990

法人税、住民税及び事業税 2,576 1,435

法人税等調整額 △194 327

法人税等合計 2,382 1,762

少数株主利益 14 －

四半期純利益 3,113 2,227
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(３)　継続企業の前提に関する注記
該当事項はありません。

(４)　株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

(株式転換）
平成21年４月13日に発行しました新株予約権付社債について、
下記のとおり株式への転換が完了し、資本金等が増加しております。

第１回無担保転換社債型新株予約権付社債
（転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付）

１．株式転換完了日 平成21年7月10日

２．累計転換額 1,800,000,000 円

３．発行株式の種類 普通株式

４．転換株式総数 2,396,790 株

５．これによる資本金等の増加金額
資本金 900,000,000 円
資本剰余金 900,000,000 円

第２回無担保転換社債型新株予約権付社債
（転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付）

１．株式転換完了日 平成21年9月24日

２．累計転換額 1,800,000,000 円

３．発行株式の種類 普通株式

４．転換株式総数 2,257,875 株

５．これによる資本金等の増加金額
資本金 900,000,000 円
資本剰余金 900,000,000 円

第３回無担保転換社債型新株予約権付社債
（転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付）

１．株式転換完了日 平成21年12月28日

２．累計転換額 1,800,000,000 円

３．発行株式の種類 普通株式

４．転換株式総数 3,128,760 株

５．これによる資本金等の増加金額
資本金 900,000,000 円
資本剰余金 900,000,000 円
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(第三者割当）
平成21年３月26日開催の取締役会決議に基づいて、下記のとおり第三者割当増

資による普通株式の発行を平成21年４月10日に行い、資本金等が増加しております。

１．募集等の方法
第三者割当増資による普通株式の発行

２．割当株式
杉野公彦 4,408,000 株
杉野公亮 629,700 株

３．払込金額
杉野公彦 3,499,952,000 円
杉野公亮 499,981,800 円

４．これによる資本金等の増加金額
資本金 1,999,966,900 円
資本剰余金 1,999,966,900 円

（株）ラウンドワン（4680）　平成22年３月期　第３四半期決算短信

－11－


	P1-2四半期短信サマリー情報.pdf
	0912短信　ｐ３個別業績予想.pdf
	P4定性的情報①.pdf
	P5定性的情報②.pdf
	P6定性的情報③.pdf
	P7-8連結BS.pdf
	P9連結PL.pdf
	P10短信文章.pdf
	P11短信文章.pdf

