
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」施行により、派遣元事業主は、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） 

 

 

 

 

 

 

 

派遣料金の内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※グラフの数値は全事業所の平均の数値となっております。 

※会社運営費には下記の費用が含まれております。 

教育訓練費、福利厚生費、募集広告費、事務所家賃、車両費、慶弔費、労務管理費、光熱費 

 

マージン率 ＝ 

（労働者派遣に関する料金の額の平均額 － 派遣労働者の賃金の額の平均額） 

労働者派遣に関する料金の額の平均額 

派遣社員賃金
70.1%

会社運営費
11.8%

法定福利費
13.9%

有給
3.0%

営業利益
1.2%



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第23条第5項の規定により、

下記のとおり情報提供します。

　許可番号

　許可年月日

　事業所名

　事業所の所在地

労働者派遣実績

教育訓練

教育訓練の種類 対象者 実施方法 費用負担の有無 賃金支給の有無

　ビジネスマナー研修 新規採用者 Off-JT 無 有給

　安全・衛生教育 新規採用者 Off-JT 無 有給

キャリアアップ研修 派遣労働者 Off-JT 無 有給

　e-ラーニング研修 派遣労働者 Off-JT 無 有給

その他の事項

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項

労働者派遣事業に関わる情報提供

　その他参考と認められる事項

　⑥雇用安定措置を講じた人数

　①2022年3月31日付け派遣労働者数

　②2021年度派遣先事業所数（実数）

　③2021年度労働者派遣に関する料金の額の平均額

　④2021年度派遣労働者の賃金の額の平均額

　派43-010084

　平成15年4月1日

　株式会社総合プラント

　〒862-0954
　熊本市中央区神水1丁目38-10

391人

　⑤2021年度マージン率
　※（③-④）÷③　小数点2位以下四捨五入

30.18%

192

12527円（1日8時間あたりの平均）

労使協定の対象となる派遣労働者の範囲

・派遣社員から当社正社員への登用実績あり
・遠隔地から赴任した場合に交通費・住居の一部費用負担あり
・給与前払い制度あり（当社規定による）
・社員寮あり

※e-ラーニング研修においては、Excel・Word・PowerPointの基本、マネジメントの基本、コンプライアンスの基本など、
様々なコースを用意しております。（会社指定での受講の場合のみ有給）

21人

8746円（1日8時間あたりの平均）

労使協定の有効期間の終期

有り

原則、当社と労働契約を締結している全ての派遣労働者

2024年3月31日

労使協定締結の有無



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第23条第5項の規定により、

下記のとおり情報提供します。

　事業所名

　事業所の所在地

労働者派遣実績

教育訓練

教育訓練の種類 対象者 実施方法 費用負担の有無 賃金支給の有無

　ビジネスマナー研修 新規採用者 Off-JT 無 有給

　安全・衛生教育 新規採用者 Off-JT 無 有給

キャリアアップ研修 派遣労働者 Off-JT 無 有給

　e-ラーニング研修 派遣労働者 Off-JT 無 有給

その他の事項

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項

労働者派遣事業に関わる情報提供

　株式会社総合プラント　福岡支店

　〒810-0004
　福岡市中央区渡辺通り1-11-11　H・Kビル8F

　①2022年3月31日付け派遣労働者数 156人

　その他参考と認められる事項

・派遣社員から当社正社員への登用実績あり
・遠隔地から赴任した場合に交通費・住居の一部費用負担あり
・給与前払い制度あり（当社規定による）
・社員寮あり

　②2021年度派遣先事業所数（実数） 53

　③2021年度労働者派遣に関する料金の額の平均額 13117円（1日8時間あたりの平均）

　④2021年度派遣労働者の賃金の額の平均額 9249円（1日8時間あたりの平均）

　⑤2021年度マージン率
　※（③-④）÷③　小数点2位以下四捨五入

29.49%

　⑥雇用安定措置を講じた人数 5人

※e-ラーニング研修においては、Excel・Word・PowerPointの基本、マネジメントの基本、コンプライアンスの基本など、
様々なコースを用意しております。（会社指定での受講の場合のみ有給）

労使協定の有効期間の終期 2024年3月31日

労使協定締結の有無 有り

労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 原則、当社と労働契約を締結している全ての派遣労働者



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第23条第5項の規定により、

下記のとおり情報提供します。

　事業所名

　事業所の所在地

労働者派遣実績

教育訓練

教育訓練の種類 対象者 実施方法 費用負担の有無 賃金支給の有無

　ビジネスマナー研修 新規採用者 Off-JT 無 有給

　安全・衛生教育 新規採用者 Off-JT 無 有給

キャリアアップ研修 派遣労働者 Off-JT 無 有給

　e-ラーニング研修 派遣労働者 Off-JT 無 有給

その他の事項

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項

　②2021年度派遣先事業所数（実数） 81

労働者派遣事業に関わる情報提供

　株式会社総合プラント　大津営業所

　〒869-1236
　熊本県菊池郡大津町大字杉水下岩迫1146-1

　①2022年3月31日付け派遣労働者数 261人

※e-ラーニング研修においては、Excel・Word・PowerPointの基本、マネジメントの基本、コンプライアンスの基本など、
様々なコースを用意しております。（会社指定での受講の場合のみ有給）

　その他参考と認められる事項

・派遣社員から当社正社員への登用実績あり
・遠隔地から赴任した場合に交通費・住居の一部費用負担あり
・給与前払い制度あり（当社規定による）
・社員寮あり

　③2021年度労働者派遣に関する料金の額の平均額 12701円（1日8時間あたりの平均）

　④2021年度派遣労働者の賃金の額の平均額 8684円（1日8時間あたりの平均）

　⑥雇用安定措置を講じた人数 7人

　⑤2021年度マージン率
　※（③-④）÷③　小数点2位以下四捨五入

31.63%

労使協定の有効期間の終期 2024年3月31日

労使協定締結の有無 有り

労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 原則、当社と労働契約を締結している全ての派遣労働者



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第23条第5項の規定により、

下記のとおり情報提供します。

　事業所名

　事業所の所在地

労働者派遣実績

教育訓練

教育訓練の種類 対象者 実施方法 費用負担の有無 賃金支給の有無

　ビジネスマナー研修 新規採用者 Off-JT 無 有給

　安全・衛生教育 新規採用者 Off-JT 無 有給

キャリアアップ研修 派遣労働者 Off-JT 無 有給

　e-ラーニング研修 派遣労働者 Off-JT 無 有給

その他の事項

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項

　②2021年度派遣先事業所数（実数） 35

労働者派遣事業に関わる情報提供

　株式会社総合プラント　静岡営業所

　〒436-0056
　静岡県掛川市中央1丁目4番2号　タウンビル5階

　①2022年3月31日付け派遣労働者数 133人

※e-ラーニング研修においては、Excel・Word・PowerPointの基本、マネジメントの基本、コンプライアンスの基本など、
様々なコースを用意しております。（会社指定での受講の場合のみ有給）

　その他参考と認められる事項

・派遣社員から当社正社員への登用実績あり
・遠隔地から赴任した場合に交通費・住居の一部費用負担あり
・給与前払い制度あり（当社規定による）
・社員寮あり

　③2021年度労働者派遣に関する料金の額の平均額 14383円（1日8時間あたりの平均）

　④2021年度派遣労働者の賃金の額の平均額 9912円（1日8時間あたりの平均）

　⑥雇用安定措置を講じた人数 2人

　⑤2021年度マージン率
　※（③-④）÷③　小数点2位以下四捨五入

31.09%

労使協定締結の有無 有り

労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 原則、当社と労働契約を締結している全ての派遣労働者

労使協定の有効期間の終期 2024年3月31日



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第23条第5項の規定により、

下記のとおり情報提供します。

　事業所名

　事業所の所在地

労働者派遣実績

教育訓練

教育訓練の種類 対象者 実施方法 費用負担の有無 賃金支給の有無

　ビジネスマナー研修 新規採用者 Off-JT 無 有給

　安全・衛生教育 新規採用者 Off-JT 無 有給

キャリアアップ研修 派遣労働者 Off-JT 無 有給

　e-ラーニング研修 派遣労働者 Off-JT 無 有給

その他の事項

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項

　②2021年度派遣先事業所数（実数） 68

労働者派遣事業に関わる情報提供

　株式会社総合プラント　玉名営業所

　〒865-0016
　熊本県玉名市岩崎74-1

　①2022年3月31日付け派遣労働者数 173人

※e-ラーニング研修においては、Excel・Word・PowerPointの基本、マネジメントの基本、コンプライアンスの基本など、
様々なコースを用意しております。（会社指定での受講の場合のみ有給）

　その他参考と認められる事項

・派遣社員から当社正社員への登用実績あり
・遠隔地から赴任した場合に交通費・住居の一部費用負担あり
・給与前払い制度あり（当社規定による）
・社員寮あり

　③2021年度労働者派遣に関する料金の額の平均額 11609円（1日8時間あたりの平均）

　④2021年度派遣労働者の賃金の額の平均額 8118円（1日8時間あたりの平均）

　⑥雇用安定措置を講じた人数 3人

　⑤2021年度マージン率
　※（③-④）÷③　小数点2位以下四捨五入

30.07%

労使協定締結の有無 有り

労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 原則、当社と労働契約を締結している全ての派遣労働者

労使協定の有効期間の終期 2024年3月31日



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第23条第5項の規定により、

下記のとおり情報提供します。

　事業所名

　事業所の所在地

労働者派遣実績

教育訓練

教育訓練の種類 対象者 実施方法 費用負担の有無 賃金支給の有無

　ビジネスマナー研修 新規採用者 Off-JT 無 有給

　安全・衛生教育 新規採用者 Off-JT 無 有給

キャリアアップ研修 派遣労働者 Off-JT 無 有給

　e-ラーニング研修 派遣労働者 Off-JT 無 有給

その他の事項

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項

　②2021年度派遣先事業所数（実数） 83

労働者派遣事業に関わる情報提供

　株式会社総合プラント　北九州支店

　〒806-0021
　福岡県北九州市八幡西区黒崎3丁目1-7　アースコート黒崎駅前BLDG.5-B

　①2022年3月31日付け派遣労働者数 227人

※e-ラーニング研修においては、Excel・Word・PowerPointの基本、マネジメントの基本、コンプライアンスの基本など、
様々なコースを用意しております。（会社指定での受講の場合のみ有給）

　その他参考と認められる事項

・派遣社員から当社正社員への登用実績あり
・遠隔地から赴任した場合に交通費・住居の一部費用負担あり
・給与前払い制度あり（当社規定による）
・社員寮あり

　③2021年度労働者派遣に関する料金の額の平均額 12892円（1日8時間あたりの平均）

　④2021年度派遣労働者の賃金の額の平均額 8851円（1日8時間あたりの平均）

　⑥雇用安定措置を講じた人数 8人

　⑤2021年度マージン率
　※（③-④）÷③　小数点2位以下四捨五入

31.35%

労使協定締結の有無 有り

労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 原則、当社と労働契約を締結している全ての派遣労働者

労使協定の有効期間の終期 2024年3月31日



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第23条第5項の規定により、

下記のとおり情報提供します。

　事業所名

　事業所の所在地

労働者派遣実績

教育訓練

教育訓練の種類 対象者 実施方法 費用負担の有無 賃金支給の有無

　ビジネスマナー研修 新規採用者 Off-JT 無 有給

　安全・衛生教育 新規採用者 Off-JT 無 有給

キャリアアップ研修 派遣労働者 Off-JT 無 有給

　e-ラーニング研修 派遣労働者 Off-JT 無 有給

その他の事項

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項

　②2021年度派遣先事業所数（実数） 230

労働者派遣事業に関わる情報提供

　株式会社総合プラント　熊本支店

　〒860-0805
　熊本市中央区桜町1-20　西嶋三井ビルディング14F1405号室

　①2022年3月31日付け派遣労働者数 373人

※e-ラーニング研修においては、Excel・Word・PowerPointの基本、マネジメントの基本、コンプライアンスの基本など、
様々なコースを用意しております。（会社指定での受講の場合のみ有給）

　その他参考と認められる事項

・派遣社員から当社正社員への登用実績あり
・遠隔地から赴任した場合に交通費・住居の一部費用負担あり
・給与前払い制度あり（当社規定による）
・社員寮あり

　③2021年度労働者派遣に関する料金の額の平均額 13614円（1日8時間あたりの平均）

　④2021年度派遣労働者の賃金の額の平均額 9613円（1日8時間あたりの平均）

　⑥雇用安定措置を講じた人数 7人

　⑤2021年度マージン率
　※（③-④）÷③　小数点2位以下四捨五入

29.39%

労使協定締結の有無 有り

労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 原則、当社と労働契約を締結している全ての派遣労働者

労使協定の有効期間の終期 2024年3月31日



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第23条第5項の規定により、

下記のとおり情報提供します。

　事業所名

　事業所の所在地

労働者派遣実績

教育訓練

教育訓練の種類 対象者 実施方法 費用負担の有無 賃金支給の有無

　ビジネスマナー研修 新規採用者 Off-JT 無 有給

　安全・衛生教育 新規採用者 Off-JT 無 有給

キャリアアップ研修 派遣労働者 Off-JT 無 有給

　e-ラーニング研修 派遣労働者 Off-JT 無 有給

その他の事項

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項

　②2021年度派遣先事業所数（実数） 86

労働者派遣事業に関わる情報提供

　株式会社総合プラント　久留米支店

　〒839-0864
　福岡県久留米市百年公園1-1　久留米リサーチセンタービル4F

　①2022年3月31日付け派遣労働者数 215人

※e-ラーニング研修においては、Excel・Word・PowerPointの基本、マネジメントの基本、コンプライアンスの基本など、
様々なコースを用意しております。（会社指定での受講の場合のみ有給）

　その他参考と認められる事項

・派遣社員から当社正社員への登用実績あり
・遠隔地から赴任した場合に交通費・住居の一部費用負担あり
・給与前払い制度あり（当社規定による）
・社員寮あり

　③2021年度労働者派遣に関する料金の額の平均額 12788円（1日8時間あたりの平均）

　④2021年度派遣労働者の賃金の額の平均額 8525円（1日8時間あたりの平均）

　⑥雇用安定措置を講じた人数 5人

　⑤2021年度マージン率
　※（③-④）÷③　小数点2位以下四捨五入

33.34%

労使協定締結の有無 有り

労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 原則、当社と労働契約を締結している全ての派遣労働者

労使協定の有効期間の終期 2024年3月31日



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第23条第5項の規定により、

下記のとおり情報提供します。

　事業所名

　事業所の所在地

労働者派遣実績

教育訓練

教育訓練の種類 対象者 実施方法 費用負担の有無 賃金支給の有無

　ビジネスマナー研修 新規採用者 Off-JT 無 有給

　安全・衛生教育 新規採用者 Off-JT 無 有給

キャリアアップ研修 派遣労働者 Off-JT 無 有給

　e-ラーニング研修 派遣労働者 Off-JT 無 有給

その他の事項

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項

※e-ラーニング研修においては、Excel・Word・PowerPointの基本、マネジメントの基本、コンプライアンスの基本など、
様々なコースを用意しております。（会社指定での受講の場合のみ有給）

　その他参考と認められる事項

・派遣社員から当社正社員への登用実績あり
・遠隔地から赴任した場合に交通費・住居の一部費用負担あり
・給与前払い制度あり（当社規定による）
・社員寮あり

　③2021年度労働者派遣に関する料金の額の平均額 13242円（1日8時間あたりの平均）

　④2021年度派遣労働者の賃金の額の平均額 9035円（1日8時間あたりの平均）

　⑥雇用安定措置を講じた人数 4人

　②2021年度派遣先事業所数（実数） 33

　⑤2021年度マージン率
　※（③-④）÷③　小数点2位以下四捨五入

31.77%

労働者派遣事業に関わる情報提供

　株式会社総合プラント　出水営業所

　〒899-0201
　鹿児島県出水市緑町19-1 出水Mビル3F

　①2022年3月31日付け派遣労働者数 158人

労使協定締結の有無 有り

労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 原則、当社と労働契約を締結している全ての派遣労働者

労使協定の有効期間の終期 2024年3月31日



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第23条第5項の規定により、

下記のとおり情報提供します。

　事業所名

　事業所の所在地

労働者派遣実績

教育訓練

教育訓練の種類 対象者 実施方法 費用負担の有無 賃金支給の有無

　ビジネスマナー研修 新規採用者 Off-JT 無 有給

　安全・衛生教育 新規採用者 Off-JT 無 有給

キャリアアップ研修 派遣労働者 Off-JT 無 有給

　e-ラーニング研修 派遣労働者 Off-JT 無 有給

その他の事項

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項

※e-ラーニング研修においては、Excel・Word・PowerPointの基本、マネジメントの基本、コンプライアンスの基本など、
様々なコースを用意しております。（会社指定での受講の場合のみ有給）

　その他参考と認められる事項

・派遣社員から当社正社員への登用実績あり
・遠隔地から赴任した場合に交通費・住居の一部費用負担あり
・給与前払い制度あり（当社規定による）
・社員寮あり

　③2021年度労働者派遣に関する料金の額の平均額 12065円（1日8時間あたりの平均）

　④2021年度派遣労働者の賃金の額の平均額 8392円（1日8時間あたりの平均）

　⑥雇用安定措置を講じた人数 1人

　②2021年度派遣先事業所数（実数） 70

　⑤2021年度マージン率
　※（③-④）÷③　小数点2位以下四捨五入

30.44%

労働者派遣事業に関わる情報提供

　株式会社総合プラント　都城営業所

　〒885-0021
　宮崎県都城市平江町1-1 都城平江町ビル5F

　①2022年3月31日付け派遣労働者数 114人

労使協定締結の有無 有り

労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 原則、当社と労働契約を締結している全ての派遣労働者

労使協定の有効期間の終期 2024年3月31日



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第23条第5項の規定により、

下記のとおり情報提供します。

　事業所名

　事業所の所在地

労働者派遣実績

教育訓練

教育訓練の種類 対象者 実施方法 費用負担の有無 賃金支給の有無

　ビジネスマナー研修 新規採用者 Off-JT 無 有給

　安全・衛生教育 新規採用者 Off-JT 無 有給

キャリアアップ研修 派遣労働者 Off-JT 無 有給

　e-ラーニング研修 派遣労働者 Off-JT 無 有給

その他の事項

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項

※e-ラーニング研修においては、Excel・Word・PowerPointの基本、マネジメントの基本、コンプライアンスの基本など、
様々なコースを用意しております。（会社指定での受講の場合のみ有給）

　その他参考と認められる事項

・派遣社員から当社正社員への登用実績あり
・遠隔地から赴任した場合に交通費・住居の一部費用負担あり
・給与前払い制度あり（当社規定による）
・社員寮あり

労働者派遣事業に関わる情報提供

　株式会社総合プラント　大分営業所

　〒870-0034
　大分県大分市都町1-2-1　大分中央通りビル5F D号室

　①2022年3月31日付け派遣労働者数 76人

労使協定の有効期間の終期 2024年3月31日

　②2021年度派遣先事業所数（実数） 58

労使協定締結の有無 有り

労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 原則、当社と労働契約を締結している全ての派遣労働者

　③2021年度労働者派遣に関する料金の額の平均額 12638円（1日8時間あたりの平均）

　④2021年度派遣労働者の賃金の額の平均額 8716円（1日8時間あたりの平均）

　⑤2021年度マージン率
　※（③-④）÷③　小数点2位以下四捨五入

31.03%

　⑥雇用安定措置を講じた人数 0人



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第23条第5項の規定により、

下記のとおり情報提供します。

　事業所名

　事業所の所在地

労働者派遣実績

教育訓練

教育訓練の種類 対象者 実施方法 費用負担の有無 賃金支給の有無

　ビジネスマナー研修 新規採用者 Off-JT 無 有給

　安全・衛生教育 新規採用者 Off-JT 無 有給

キャリアアップ研修 派遣労働者 Off-JT 無 有給

　e-ラーニング研修 派遣労働者 Off-JT 無 有給

その他の事項

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項

労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 原則、当社と労働契約を締結している全ての派遣労働者

労使協定の有効期間の終期 2024年3月31日

　⑥雇用安定措置を講じた人数 0人

※e-ラーニング研修においては、Excel・Word・PowerPointの基本、マネジメントの基本、コンプライアンスの基本など、
様々なコースを用意しております。（会社指定での受講の場合のみ有給）

　その他参考と認められる事項

・派遣社員から当社正社員への登用実績あり
・遠隔地から赴任した場合に交通費・住居の一部費用負担あり
・給与前払い制度あり（当社規定による）
・社員寮あり

労使協定締結の有無 有り

　③2021年度労働者派遣に関する料金の額の平均額 13290円（1日8時間あたりの平均）

　④2021年度派遣労働者の賃金の額の平均額 9203円（1日8時間あたりの平均）

　⑤2021年度マージン率
　※（③-④）÷③　小数点2位以下四捨五入

30.75%

　②2021年度派遣先事業所数（実数） 32

労働者派遣事業に関わる情報提供

　株式会社総合プラント　鹿児島営業所

　〒890-0046
　鹿児島県鹿児島市西田1丁目5-1 鹿児島高見橋ビル3Ｆ

　①2022年3月31日付け派遣労働者数 53人



①2022年3月31日付け派遣労働者数 ②2021年度派遣先事業所数（実数）

本社 391 192
熊本支店 373 230
大津 261 81
玉名 173 68
福岡 156 53
北九州 227 83
久留米 215 86
大分 76 58
出水 158 33
都城 114 70
鹿児島 53 32
静岡 133 35



③2021年度労働者派遣に関する料金の額の平均額 ④2021年度派遣労働者の賃金の額の平均額

12527 8746
13614 9613
12701 8684
11609 8118
13117 9249
12892 8851
12788 8525
12638 8716
13242 9035
12065 8392
13290 9203
14383 9912



⑤2020年度マージン率
　※（③-④）÷③　小数点2位以下四捨

⑥雇用安定措置を講じた人数

30.18% 21
29.39% 7
31.63% 7
30.07% 3
29.49% 5
31.35% 8
33.34% 5
31.03% 0
31.77% 4
30.44% 1
30.75% 0
31.09% 2


