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第２９期（平成２１年３月期） ２月の売上の状況に関するお知らせ 

 

Ⅰ．平成２１年３月期 ２月の売上の状況（２月単月ベース） 

（百万円単位：単位未満は切捨表示） 
 全社計画(2/6 発表) 全社実績 差額 

ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ収入 ２，３７３ ２，３２７ △４５ 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 ２，３１１ ２，３８５ ＋７３ 

ｶﾗｵｹ収入 ４０４ ４２１ ＋１７ 

ｽﾎﾟｯﾁｬ収入 ７０７ ６３７ △７０ 

その他収入    ２２２ ２１０ △１１ 

総売上 ６，０１９ ５，９８２ △３６ 

 
 全社計画比(2/6 発表) 全社前年比 既存店前年比 

ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ収入 △１．９％ ＋３．５％ △２．７％ 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 ＋３．２％ △５．４％ △１１．８％ 

ｶﾗｵｹ収入 ＋４．２％ ＋０．８％ △１０．５％ 

ｽﾎﾟｯﾁｬ収入 △１０．０％ △３．９％ △１０．２％ 

その他収入 △５．３％ ＋１７．０％ ＋３．６％ 

総売上 △０．６％ △０．８％ △７．７％ 

 
Ⅱ．平成２１年３月期 ２月までの売上の状況（平成２０年４月～平成２１年２月累計ベース） 

（百万円単位：単位未満は切捨表示） 
 全社計画(2/6 発表) 全社実績 差額 

ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ収入 ２５，３８３ ２５，３３７ △４５ 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 ２９，３３８ ２９，４１２ ＋７３ 

ｶﾗｵｹ収入 ５，１４７ ５，１６４ ＋１７ 

ｽﾎﾟｯﾁｬ収入 ８，３８６ ８，３１５ △７０ 

その他収入 ２，２１９ ２，２０７ △１１ 

総売上 ７０，４７４ ７０，４３７ △３６ 

 

 全社計画比(2/6 発表) 全社前年比 既存店前年比 

ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ収入 △０．２％ ＋０．２％ △６．７％ 

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 ＋０．３％ △３．１％ △１１．０％ 

ｶﾗｵｹ収入 ＋０．３％ ＋４．７％ △６．９％ 

ｽﾎﾟｯﾁｬ収入 △０．８％ ＋０．９％ △１１．９％ 

その他収入 △０．５％ ＋２６．１％ ＋１２．０％ 

総売上 △０．１％ △０．２％ △８．７％ 

 

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２月末現在の総店舗数は８９店舗で,うち７９店舗が既存店舗となっております。 

⑤ 平成２１年２月６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２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 ２月 

ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ収入 △３．６％ △２．７％

ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ収入 △１８．６％ △１１．８％

ｶﾗｵｹ収入 △１３．０％ △１０．５％

ｽﾎﾟｯﾁｬ収入 △１７．４％ △１０．２％

その他収入 ＋１４．５％ ＋３．６％

総売上 △１１．９％ △７．７％

既存店数（全店数） ７９店（８７店） ７９店（８９店）

≪コメント≫ 

 当月は既存店の前年比が△７．７％ではありましたが、昨年が閏年であった影響で営業日数が１日（金曜日）

少なく、結果として前年に比べて△３％程度の影響が及んでいることを勘案すると、実質的には△５％程度であ

ったと推察されます。 

 ボウリングにおきましては、２月末にて全店にネットワーク対戦ボウリングの設置が完了し、３月からは未設

置であった残りの約３分の１の店舗も含め、全店でのご利用が可能となりました。 

また、長らく軟調な状態が続いていたアミューズメントですが、キャッチャーゲーム等の景品系ゲームが足元

では前年並みの売上に戻る等の回復傾向が見えて参りました。向こう半年間では、大幅な集客アップに繋がる新

機種の発売は少ないと思われますが、ボウリングやスポッチャ等を目的に来場されたお客様のアミューズメント

への取り込みを徹底し、早期に前年比がプラスへ転じるよう取り組んで参ります。 

カラオケにおきましては、３月より全店舗にてフリードリンク制の導入により、１人あたりの粗利益を変える

ことなく、割安感を打ち出すことで集客力の増加に努めて参ります。 

なお、前年比マイナス基調が続いていたスポッチャにおきましても、直近では緩やかな回復状態がみられるよ

うになりました。 

依然として業界全体的では業績の低迷が続くと思われますが、今後は競合他店の不振店舗のスクラップが順次

加速することが予測され、現状のオーバーストア状態が解消されると共に残存者メリットの享受による業績の回

復が顕著に現れてくるものと思われます。 

（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 

 

 

＜新規出店のお知らせ＞ 

 

・ 平成２１年３月７日オープン予定  ラウンドワン下関店 

 

・ 平成２１年３月１４日オープン予定 ラウンドワン岸和田店 

 

・ 平成２１年３月下旬オープン予定  ラウンドワン栃木・樋之口店 

 

・ 平成２１年３月下旬オープン予定  ラウンドワン津・高茶屋店 

 

・ 平成２１年３月下旬オープン予定  ラウンドワン市原店 

 

 


