
 

労働者派遣事業に係わるマージン率の公開 

 

 

 

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律により、派遣元事業主（当社）は、毎

事業年度終了後、派遣先から受け取る派遣料金に占める派遣料金と派遣労働者に支払う賃金の差額の割合（マー

ジン率といいます）を公開することが義務付けられました。 

（法第 23条 第 5項） 

 

 

マージンには、営業利益以外に派遣労働者の社会保険料、有給休暇費用、教育訓練費、福利厚生費なども含まれ

ております。 

 

 

 

対象期間   2017年 7月 1日 ～ 2018年 6月 30日 

※ マージン率に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。 

 

 

 

■ 宇都宮支店 

 

事業所名称 株式会社 平山 宇都宮支店 

事業所所在地 〒321-0953 

栃木県宇都宮市東宿郷 3-1-8 大福ビル 201 

派遣労働者の数 168名 

派遣先数 21件 

派遣料金の平均額 12,527円（1日 8時間あたりの平均額） 

派遣労働者賃金の平均額 8,495円（1日 8時間あたりの平均額） 

マージン率 32.2％ 

教育訓練に関する事項 ものづくり研修、資格取得支援研修、階層別教育、職種別教育 他 

その他福利厚生の制度 寮社宅、慶弔規程、前給、EAP制度、改善提案表彰制度 他 

 

  

 



 

■ 土浦支店 

 

事業所名称 株式会社 平山 土浦支店 

事業所所在地 〒300-0051 

茨城県土浦市真鍋 1-18-17 岡野ビル 1F 

派遣労働者の数 172名 

派遣先数 21件 

派遣料金の平均額 16,730円（1日 8時間あたりの平均額） 

派遣労働者賃金の平均額 11,047円（1日 8時間あたりの平均額） 

マージン率 34.0％ 

教育訓練に関する事項 ものづくり研修、資格取得支援研修、階層別教育、職種別教育 他 

その他福利厚生の制度 寮社宅、慶弔規程、前給、EAP制度、改善提案表彰制度 他 

 

 

 

 

 

■ 群馬支店 

 

事業所名称 株式会社 平山 群馬支店 

事業所所在地 〒373-0852 

群馬県太田市新井町 515-9 

派遣労働者の数 312名 

派遣先数 26件 

派遣料金の平均額 14,670円（1日 8時間あたりの平均額） 

派遣労働者賃金の平均額 9,985円（1日 8時間あたりの平均額） 

マージン率 31.9％ 

教育訓練に関する事項 ものづくり研修、資格取得支援研修、階層別教育、職種別教育 他 

その他福利厚生の制度 寮社宅、慶弔規程、前給、EAP制度、改善提案表彰制度 他 

 

 



 

■ 東京支店 

 

事業所名称 株式会社 平山 東京支店 

事業所所在地 〒108-0075 

東京都港区港南 1-8-40 A-PLACE品川 6階 

派遣労働者の数 15名 

派遣先数 3件 

派遣料金の平均額 14,909円（1日 8時間あたりの平均額） 

派遣労働者賃金の平均額 9,346円（1日 8時間あたりの平均額） 

マージン率 37.3％ 

教育訓練に関する事項 ものづくり研修、資格取得支援研修、階層別教育、職種別教育 他 

その他福利厚生の制度 寮社宅、慶弔規程、前給、EAP制度、改善提案表彰制度 他 

  

 

 

 

 

■ 沼津支店 

 

事業所名称 株式会社 平山 沼津支店 

事業所所在地 〒410-0055 

静岡県沼津市高島本町 16-10 沼津タワービル 1階 

派遣労働者の数 205名 

派遣先数 44件 

派遣料金の平均額 14,157円（1日 8時間あたりの平均額） 

派遣労働者賃金の平均額 9,575円（1日 8時間あたりの平均額） 

マージン率 32.4％ 

教育訓練に関する事項 ものづくり研修、資格取得支援研修、階層別教育、職種別教育 他 

その他福利厚生の制度 寮社宅、慶弔規程、前給、EAP制度、改善提案表彰制度 他 

 

  



 

■ 豊田支店 

 

事業所名称 株式会社 平山 豊田支店 

事業所所在地 〒471-0849 

愛知県豊田市美山町 1-84-1 

派遣労働者の数 161名 

派遣先数 22件 

派遣料金の平均額 14,248円（1日 8時間あたりの平均額） 

派遣労働者賃金の平均額 9,640円（1日 8時間あたりの平均額） 

マージン率 32.3％ 

教育訓練に関する事項 ものづくり研修、資格取得支援研修、階層別教育、職種別教育 他 

その他福利厚生の制度 寮社宅、慶弔規程、前給、EAP制度、改善提案表彰制度 他 

 

 

 

 

 

■ 大阪支店 

 

事業所名称 株式会社 平山 大阪支店 

事業所所在地 〒530-0028 

大阪府大阪市北区万歳町 3-20 北大阪ビルディング 1階 

派遣労働者の数 57名 

派遣先数 11件 

派遣料金の平均額 14,837円（1日 8時間あたりの平均額） 

派遣労働者賃金の平均額 10,024円（1日 8時間あたりの平均額） 

マージン率 32.4％ 

教育訓練に関する事項 ものづくり研修、資格取得支援研修、階層別教育、職種別教育 他 

その他福利厚生の制度 寮社宅、慶弔規程、前給、EAP制度、改善提案表彰制度 他 

 

 



 

■ 福井営業所 

 

事業所名称 株式会社 平山 福井営業所 

事業所所在地 〒919-0632 

福井県あわら市春宮 1-9-34 

派遣労働者の数 1名 

派遣先数 1件 

派遣料金の平均額 14,305円（1日 8時間あたりの平均額） 

派遣労働者賃金の平均額 9,136円（1日 8時間あたりの平均額） 

マージン率 36.1％ 

教育訓練に関する事項 ものづくり研修、資格取得支援研修、階層別教育、職種別教育 他 

その他福利厚生の制度 寮社宅、慶弔規程、前給、EAP制度、改善提案表彰制度 他 

 

 

 

 

 

■ 広島営業所 

 

事業所名称 株式会社 平山 広島営業所 

事業所所在地 〒739-0007 

広島県東広島市西条土与丸 4-2-63 菱機ビル 202号 

派遣労働者の数 30名 

派遣先数 7件 

派遣料金の平均額 16,534円（1日 8時間あたりの平均額） 

派遣労働者賃金の平均額 11,763円（1日 8時間あたりの平均額） 

マージン率 28.9％ 

教育訓練に関する事項 ものづくり研修、資格取得支援研修、階層別教育、職種別教育 他 

その他福利厚生の制度 寮社宅、慶弔規程、前給、EAP制度、改善提案表彰制度 他 

 

 



 

■ 下関営業所 

 

事業所名称 株式会社 平山 下関営業所 

事業所所在地 〒751-0829 

山口県下関市幡生宮の下町 24-13 

派遣労働者の数 82名 

派遣先数 9件 

派遣料金の平均額 14,092円（1日 8時間あたりの平均額） 

派遣労働者賃金の平均額 9,395円（1日 8時間あたりの平均額） 

マージン率 33.3％ 

教育訓練に関する事項 ものづくり研修、資格取得支援研修、階層別教育、職種別教育 他 

その他福利厚生の制度 寮社宅、慶弔規程、前給、EAP制度、改善提案表彰制度 他 

 


