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人に愛 され・人にほめら れ・必要とされ・ 人の役に立つサロ ン！
平成 20 年 9 月のリーマンショック以来、世界中は突然の大不況にみまわれ、厳しい経済状況の中で経営されて
こられた方がほとんどかと思われます。一般のお客様が対象であるサロン経営への影響は、不況による来店周期
の延長、顧客単価の減少、高齢化による自然減、スタッフの減少等の理由による売上前年対比の減少として、数
字上に表れてきています。しかし、デフレ不況に関係なく健全経営で頑張っているサロンも数多くあります。
平成 22 年度は新しい政権の政策により、お客様の財布の紐が緩み、サービス業である
サロンに明るい兆しが見えてくる１年になってほしいと心から願っております。

経費のかからない売上アップの方法の原点
しかし世間の変化をただ待っているだけの「待ちの経営」では、持ちこたえられなく
なってしまいます。厳しい時代でも売上が前年対比 120％アップされているサロンもあります。
違いは、癒し系のメニューをそなえ、スタッフの明るい笑顔が来店されているお客様の顔をほころばせ、スタッ
フの心のぬくもりが感じられるプラスワンのサービスではないでしょうか。また、全てのお客様に同じサービス
をするのではなく、それぞれのお客様にあった心くばりも大切でしょう。

「働く」という原点
先日、日本理化学工業㈱チョークの会社に訪問して来ました。知的障害者が 70%、健常者 30%という会社です。

この会社の理念は、人間の極限の幸せとして、①人に愛され、②人にほめられ、③人に必要とされ、④人の
役に立つこと。②、③、④については仕事でしか得られないものです。一生懸命頑張ることにより、①の人に愛
されることにつながるということ、とても感銘を受けました。
今や理美容師が夢の職業であるという時代は過ぎて、少子化問題もありますが理美容師になりたいという高校生
が非常に少なくなってきています。オーナーもスタッフも「働く」という原点を考え感謝の心を持ち続け、スタ
ッフがいつまでもいっしょに楽しく働いていけるよう心がけて頂きたいと思います。

失敗を次のこやしに
「俺は落胆するよりも次の策を考えるほうの人間だ」22 年大河ドラマの坂本龍馬の言葉
です。人は失敗して落胆したままでは、何も解決しません。反省して善後策を考えて

次の手を打つことによって道は開ける。と信じます。
厳しい状況の中皆様はいろいろな工夫をされていると思いますが、美容事業部一同全力を
もってバックアップさせて頂きますので本年もよろしくお願い申し上げます。

理美容事業部 事業部長
加賀美 敦子

資金繰りに悩む中小企業や住宅
住宅ローンの返済でお困りの方へ

「中小企業等金融円滑化法」」は、中小企業や住宅ローンを組んでいる方々からの
からの相談に対し、
金融機関が、
、貸付条件の変更等に応じるよう努める法制度です
です。
中小企業の経営環境が
が厳しくなっている昨今、この法律にスポットを当ててみました
ててみました。
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中小企業金融円滑化法により
により、金融機関は、中小企業や住宅ローンの借り
り手の申し込みに対し、
できる限り、貸付条件変更等
貸付条件変更等を行うよう努めます。

○

また、金融機関は、他の金融機関
金融機関・政府関係金融機関・信用保証協会等とも
とも連携し、条件変更
等を行うよう努めます。

○

この法律は平成２３年３月３１
３１日までの期限付きです。

対象となる中小企業者は？
美容業（サービス業）
：資本金
資本金５，０００万円以下又は従業員１００人以下。
。
小売業

：資本金
資本金５，０００万円以下又は従業員５０人以下。

卸売業

：資本金
資本金１億円以下又は従業員１００人以下。
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１「中小企業金融円滑化法」によって
Ｑ１
によって、金融機関からの借り入れについて、
、
「
「貸付条件の変更等」
を受けられると聞きましたが
きましたが、どうすればよいですか？
Ａ
Ａ

まずは、ご利用の金融機関にご
にご相談ください。金融機関と今後の経営改善計画
経営改善計画、返済計画を検討した
上で、その実現に必要な貸付条件
貸付条件の変更等を行うことになります。また、経営改善計画
経営改善計画がなくても、
１年以内に計画を策定できると
できると見込まれれば、先に貸し付け条件の変更等を
を行った上で、金融機関と
一緒に計画の検討を行うこともできます
うこともできます。

Ｑ
２「貸付条件の変更等」とは、元本返済猶予
Ｑ２
元本返済猶予を意味するのですか？
Ａ
Ａ

それだけではありません。元本
元本の猶予以外にも、返済期間の延長や、借換えなど
えなど、
債務の弁済負担の軽減を行う全
全ての措置が含まれます。
例えば、①債務の返済猶予…一時的
一時的に元本のみを返済する契約にする
など
など、一定期間返済を猶予することです。
②金利の減免………借入金利
借入金利の値下げまたは免除です。
③返済期限の延長…返済期間
返済期間を伸ばすことで毎月の実質的な
返済額
返済額が減ります。

Ｑ
変更等」を申し込みましたが、応じてもらえませんでした
じてもらえませんでした。
３ 金融機関に「貸付条件の変更等
Ｑ３
もうあきらめるしかないのでしょうか
もうあきらめるしかないのでしょうか？
Ａ
Ａ

あきらめる必要はありません。
。他の取引金融機関や、信用保証協会等に相談してみましょう
してみましょう。
中小企業金融円滑化法は、各金融機関
各金融機関が、他の金融機関や信用保証協会、政府関係金融機関
政府関係金融機関との連携
を図るよう求めています。
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★この法律による新制度では、借り
り手の申込みに対し銀行は努力義務しか課せられず
せられず、政府の保証も
小さく、金融機関の審査は慎重になることが
になることが予想されます。
★本制度の利用を希望する場合は、
、今から３年程度の返済猶予を想定し、銀行
銀行に実情を理解して

もらい協力を要請する資料の準備
準備をする必要があるでしょう。
★また、決算書を金融機関に提供するなど
するなど、メインバンクとの日頃からのお付
付き合いを大切に

することをお勧めいたします。

【具

体

的

手

法】

１，現在から 3 年間の資金計画（中期的
中期的な資金繰り）を作成する
年間の金融機関への返済額を把握
把握し、「元本のみ返済猶予してもらった場合の
効果」がどうなるかを算定します
します。売上げや利益の動向、固定費削減努力を
織り込むといいでしょう。

２，3 年後から 5 年後の業績回復へのシナリオを
へのシナリオを作成する
返済資金を確保するには、利益
利益アップが重要です。例えば、人件費や役員報酬
役員報酬の削減や固定費の節減
といった合理化策や、借入金の
の返済が可能となる売上高や利益増加のための経営改善計画
経営改善計画を示すこと
が重要です。
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金融関係団体が設置する相談窓口
○全国銀行協会

銀行とりひき相談所
相談所…………………☎０５０−３３８５−６０９１
６０９１（中小企業向け融資）

○全国信用金庫協会

全国しんきん
しんきん相談所……………☎０３−３５１７−５８２５
５８２５

信用保証制度等、公的金融に関する主
主なお問い合わせ先
○中小企業町庁金融課……………………………………
……………………………………☎０３−３５０１−６２８０
６２８０
○最寄りの信用保証協会…………

（参考）http://www.zenshinhoren.or.jp/others/nearest
//www.zenshinhoren.or.jp/others/nearest.html

この法律を利用することは、
「貸付条件の
の変更」が目的ではなく、サロンの再生に向けての手段
手段にすぎません。
その後、売上向上・利益率改善・経費削減
経費削減などの努力をし、サロンの黒字化を図らなければ、結局
結局は返済の先延ばし
になるだけで、いずれは資金を圧迫してしまうことになってしまい
してしまうことになってしまいます。

★

★ ★

（担当
担当：佐藤

確定申告無料相談会のお知らせ ★ ★

靖）

★

確定申告でお悩みになっている方は
は、ぜひ事務所までお越しください。この５日間理美容事業部
美容事業部のメンバーが
無料で対応させていただきます。ご希望
希望の方は、前日までに事務所（☎03-390２-1200
1200）までご連絡ください。
日時：平成 22 年 2 月１日（月）〜５
５日（金）
場所：税理士法人

西川会計（東京都
東京都北区赤羽南２−４−１５）

〜新年特別編〜
「スカルプケア専門店ＯＨＢＡ」体験記
〜現在注目の、髪を育てる工場 頭皮 のケア〜
先日 11 月 29 日（日）の朝日新聞朝刊に、
『髪育てる「頭皮」ケアを』が紹介されました。
インタビュアーは、日本スカルプケア協会の会長大場隆吉氏。大場氏は、都内にスカルプケア専門店を展開し、自らも
施術の傍ら、
「頭皮についての専門家」として講演活動を行っており、そこで提唱する「OHBA スカルプメソッド」は、
雑誌やメディア等でも取り上げられ注目されています。氏は、
「髪の土台である頭皮は、髪を育てる工場であり土壌。
だからスカルプ（頭皮）ケアがまず大切。
」と説きます。そしてその長年の経験に基づくマッサージメソッドの根底に
あるのは、人に対する深い愛情と丁寧に触れるということ。サロンでそれを体感し感動したという声を聞き、
これは体験すべき！とさっそくサロンに行ってまいりました。

受けたコース：トータルケアコース（15,750 円／2 時間 30 分）海藻パック付
頭皮の健康診断・カウンセリング→肩首のマッサージ→頭皮のセル･レーション（マッサージ）→
ガラス管にて吸引→海藻パック→シャンプー→コンディショニング→ブロー

今回、赤坂店に体験に行ってきました。まずはマイクロスコ−プで頭皮の健康診断。頭皮は、毛穴の状態もよく
パールの輝きがあるとお褒めのコトバをいただきましたが、表皮の状態に一部ざらつきと毛穴のつまりがあると
のことで、そのケアに最適なメニューの組み立てをしてもらいました。

丁寧に触れることの大切さ

肩甲骨周りのマッサージの後、いよいよ頭皮のマッサージに。

指先や手根部で優しく頭皮に触れてきた後、頭皮をしっかりと吸いつかせた手指が丁寧に
頭皮を動かし、ほぐしていきます。指だけでなくその人に包まれるような感覚に、安心感と
大切にされているのを感じます。頭皮は新陳代謝が活発で、一日に伸びた髪の毛を 1 本に
つなげると、成人で約 25m にも達するとのこと！だから、頭皮に正しく触れて細胞の持つ力を
活性化させることが何より大切とのこと。また大場氏は「丁寧に触れる」のを、触れ始めと終わりを「ゼロの力」
で触ること、と教えています。ゼログラムの触れ方により、優しさが伝わることを教えの中で実感したそうです。

末端を制するものは、全身を制す！

マッサージの途中、お腹がゴロゴロと活発に動き始め、手足がポカポカ

と温かくなってきたという効果を実感しました。お客様の声でも髪の悩み（髪が太くなってきた、白髪が黒くな
ってきた）などの解消はもちろんのこと、
「視界がハッキリしてきた」
「肌のくすみが取れてきた」
「風邪を引きに
くくなった」など、全身の効果を実感する声も多いといいます。

地・慈・滋！

マッサージの後、吸引で皮脂を取り除き、その後海藻パック。丁寧にシャンプーされてからマイ

クロスコープでケア後の頭皮をチェック。頭皮はざらつきがなくなりツヤ感が全体的に出てき、部分的にあった
毛穴のつまりは綺麗に除去され、髪も全体的に元気な立ち上がりになっていました。まさに、髪つくりの聖地 地
肌

の強化！そして

慈愛 に包まれたマッサージ、海藻パックなどやコンディショナーなど 滋養 による濃

密なケア時間は、髪、地肌、脳、こころにも栄養とゆとりを与えてくれた気がします。

頭皮に触る習慣を！

ヘアドレッシング大場

たった 1 回のケアで、様々な効果と深いリラクゼーション、満足

1882 年創業のＯＨＢＡは、日本に現在の理美容の西洋

感を得ることができました。大場氏は、人と人との触れ合いの

式技術を導入したサロン。また親子三代にわたり天皇陛

機会が少なくなってきている現在、
「触れること」の素晴しさを

下の御調髪師も努めている。４代目オーナー大場隆吉氏

頭皮のケアを介して伝えています。私も毎日頭皮に触れる習慣を

によりスカルプケアの専門店を図る。現在赤坂、新宿、

取り入れるとともに、自分自身をいたわる時間をもちたいと思い

青山にサロンを展開。雑誌やメディアなどでも活躍中。

ました。

（担当：鈴木

美香）

http://www.ohba.ne.jp

