
改正派遣法に基づくマージン率の公開 

 

平成24 年10 月1 日の「改正労働者派遣法」の施行により、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） 

 

このマージン率は、以下の計算式で算出されます。 

マージン率＝ 
派遣料金の平均額－派遣労働者の賃金の平均額

派遣料金の平均額
 

（当該割合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。） 

 

 

 

 

 

 

 

  

マージンには、営業利益以外に法定福利費、その他経費（教育訓練費、福利厚生費、有給休暇取得、募集

採用費、労務管理費、事務所費、光熱費、車両費等）なども含まれております。 



支店・営業所 

 

■宇都宮支店 

〒321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷 3丁目 1番 8 号 大福ビル 201 

派遣労働者の数 15 名 

派遣先数 9 社 

派遣料金の平均額 11032 円／8 時間 

賃金の平均額 7720 円／8時間 

教育訓練の内容 
一般社員研修、階層別教育、ソロフライトプラン、各種アクティビティ、

海外語学研修、ＴＰＳ研修、ビジネスキャリア検定 他 

その他福利厚生の制度など 
寮社宅有、慶弔規定、前給制度、ＥＡＰ制度（各種カウンセリング、健

康相談）、提案表彰制度、社外アクティビティ活動 他 

マージン率 30.02% 

  

■土浦支店 

〒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 52 名 

派遣先数 26 社 

派遣料金の平均額 13134 円／8 時間 

賃金の平均額 9454 円／8時間 

教育訓練の内容 
一般社員研修、階層別教育、ソロフライトプラン、各種アクティビティ、

海外語学研修、ＴＰＳ研修 

その他福利厚生の制度など 
寮社宅有、慶弔規定、前給制度、ＥＡＰ制度（各種カウンセリング、健

康相談）、提案表彰制度、社外アクティビティ活動 他 

マージン率 28.02% 

 

■高崎支店 

〒370-0848 群馬県高崎市鶴見町 14番 11 号 ダイヤコーポ桂川 2階第 4号 

派遣労働者の数 89 名 

派遣先数 10 社 

派遣料金の平均額 11007 円／8 時間 

賃金の平均額 8316 円／8時間 

教育訓練の内容 
一般社員研修、階層別教育、ソロフライトプラン、各種アクティビティ、

海外語学研修、ＴＰＳ研修 

その他福利厚生の制度など 
寮社宅有、慶弔規定、前給制度、ＥＡＰ制度（各種カウンセリング、健

康相談）、提案表彰制度、社外アクティビティ活動 他 

マージン率 24.45% 

 



■沼津支店 

〒410-0056 静岡県沼津市高島町 2-14 1 階 

派遣労働者の数 15 名 

派遣先数 7 社 

派遣料金の平均額 17656 円／8 時間 

賃金の平均額 12457 円／8 時間 

教育訓練の内容 
一般社員研修、階層別教育、ソロフライトプラン、各種アクティビティ、

海外語学研修、ＴＰＳ研修 

その他福利厚生の制度など 
寮社宅有、慶弔規定、前給制度、ＥＡＰ制度（各種カウンセリング、健

康相談）、提案表彰制度、社外アクティビティ活動 他 

マージン率 29.45% 

 

■豊田支店 

〒471-0849 愛知県豊田市美山町 1-84-1 

派遣労働者の数 30 名 

派遣先数 13 社 

派遣料金の平均額 12404 円／8 時間 

賃金の平均額 8610 円／8時間 

教育訓練の内容 
一般社員研修、階層別教育、ソロフライトプラン、各種アクティビティ、

海外語学研修、ＴＰＳ研修 

その他福利厚生の制度など 
寮社宅有、慶弔規定、前給制度、ＥＡＰ制度（各種カウンセリング、健

康相談）、提案表彰制度、社外アクティビティ活動 他 

マージン率 30.59% 

 

■関西支店 

〒525-0033 滋賀県草津市東草津 1 丁目 4-53 吉田ビル 4階 1 号 

派遣労働者の数 31 名 

派遣先数 6 社 

派遣料金の平均額 11997 円／8 時間 

賃金の平均額 9546 円／8時間 

教育訓練の内容 
一般社員研修、階層別教育、ソロフライトプラン、各種アクティビティ、

海外語学研修、ＴＰＳ研修 

その他福利厚生の制度など 
寮社宅有、慶弔規定、前給制度、ＥＡＰ制度（各種カウンセリング、健

康相談）、提案表彰制度、社外アクティビティ活動 他 

マージン率 20.43% 

 

 

 



■広島支店 

〒739-0007 広島県東広島市西条土与丸 4 丁目 2 番 63 号 菱機ビル 202 号 

派遣労働者の数 5 名 

派遣先数 6 社 

派遣料金の平均額 13847 円／8 時間 

賃金の平均額 10428 円／8 時間 

教育訓練の内容 
一般社員研修、階層別教育、ソロフライトプラン、各種アクティビティ、

海外語学研修、ＴＰＳ研修 

その他福利厚生の制度など 
寮社宅有、慶弔規定、前給制度、ＥＡＰ制度（各種カウンセリング、健

康相談）、提案表彰制度、社外アクティビティ活動 他 

マージン率 24.69% 

 

■福岡支店 

〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前 3-7-35 博多ハイテックビル 6F606 

派遣労働者の数 6 名 

派遣先数 3 社 

派遣料金の平均額 12090 円／8 時間 

賃金の平均額 8724 円／8時間 

教育訓練の内容 
一般社員研修、階層別教育、ソロフライトプラン、各種アクティビティ、

海外語学研修、ＴＰＳ研修 

その他福利厚生の制度など 
寮社宅有、慶弔規定、前給制度、ＥＡＰ制度（各種カウンセリング、健

康相談）、提案表彰制度、社外アクティビティ活動 他 

マージン率 27.84% 

 

■福井営業所 

〒919-0632 福井県あわら市春宮 1-9-34 

派遣労働者の数 2 名 

派遣先数 4 社 

派遣料金の平均額 12895 円／8 時間 

賃金の平均額 8870 円／8時間 

教育訓練の内容 
一般社員研修、階層別教育、ソロフライトプラン、各種アクティビティ、

海外語学研修、ＴＰＳ研修 

その他福利厚生の制度など 
寮社宅有、慶弔規定、前給制度、ＥＡＰ制度（各種カウンセリング、健

康相談）、提案表彰制度、社外アクティビティ活動 他 

マージン率 31.21% 

 

 

 



■下関営業所 

〒751-0829 山口県下関市幡生宮の下町 24-13 

派遣労働者の数 0 名 

派遣先数 2 社 

派遣料金の平均額 11513 円／8 時間 

賃金の平均額 8940 円／8時間 

教育訓練の内容 
一般社員研修、階層別教育、ソロフライトプラン、各種アクティビティ、

海外語学研修、ＴＰＳ研修 

その他福利厚生の制度など 
寮社宅有、慶弔規定、前給制度、ＥＡＰ制度（各種カウンセリング、健

康相談）、提案表彰制度、社外アクティビティ活動 他 

マージン率 22.35% 

 


