
賃金
法定福利費(労働・社会保険料等）
教育訓練費
運営費等

マージン率等に係る情報提供 

東京建物スタッフィング株式会社 東京支店 

（派１３－３１４４３０） 

労働者派遣法第２３条第５項に基づき、下記の情報を提供します。 

  （対象：2020年度（2020年 1月 1日～2020年 12月）） 

 

記 

１ ２０２１年６月１日付派遣労働者数             １５４人 

 

２ ２０２０年度 派遣先事業所数（実数）           １２１件 

 

３ ２０２０年度 労働者派遣に関する料金の平均額    ２５，６９７円 

                   （１日当たりの料金額（８時間労働として計算）） 

 

４ ２０２０年度 派遣労働者の賃金の額の平均額     １７，６１１円 

                   （１日当たりの料金額（８時間労働として計算）） 

 

５ 労働者派遣に関する料金の平均額から派遣労働者の賃金の額の平均額を控除した額を

当該労働者派遣に関する料金の平均額で除した割合 

                            ３１．５％ 

６ 労働者派遣法第３０条の４第１項の労使協定を締結しているか否かの別等 

  労働者派遣法第３０条の４項１項の労使協定を 

  ☑締結している 

    当該労使協定の対象となる派遣労働者の範囲（ 全ての派遣労働      ） 

    当該労使協定の有効期間の終期      （ ２０２２年３月３１日   ） 

  ☐締結していない 

 

７ 派遣社員のキャリア形成支援制度の関する事項 

訓練種別 対象者となる派遣労働者 訓練方法 訓練費用負担額 賃金支給 

入社時研修 雇入れ時 OFF-JT 無償 有給 

初任者研修 入社１年目 OFF-JT 無償 有給 

現任者研修Ⅰ 入社２年目 OFF-JT 無償 有給 

現任者研修Ⅱ 入社３年目 OFF-JT 無償 有給 

資格取得研修 無資格の派遣労働者 OJT 有償 無給 

キャリア・コンサルティング相談窓口及び連絡先 相談窓口:管理部 TEL:03-3274-2734 

 

８ その他労働者派遣事業の業務に関し参考となる事項 

  弊社マージン部分については、下記のとおり法定福利費、教育訓練、年次有給休暇等

弊社の運営経費等を含んだものです。 

 

マージン率等の内訳              マージン率 ３１．５％ 



賃金
法定福利費(労働・社会保険料等）
教育訓練費
運営費等

マージン率等に係る情報提供 

東京建物スタッフィング株式会社 神奈川支店 

（派１３－３１４４３０） 

労働者派遣法第２３条第５項に基づき、下記の情報を提供します。 

  （対象：2020年度（2020年 1月 1日～2020年 12月）） 

 

記 

１ ２０２１年６月１日付派遣労働者数             １４９人 

 

２ ２０２０年度 派遣先事業所数（実数）           １３４件 

 

３ ２０２０年度 労働者派遣に関する料金の平均額    ２４，２４６円 

                   （１日当たりの料金額（８時間労働として計算）） 

 

４ ２０２０年度 派遣労働者の賃金の額の平均額     １６，９４４円 

                   （１日当たりの料金額（８時間労働として計算）） 

 

５ 労働者派遣に関する料金の平均額から派遣労働者の賃金の額の平均額を控除した額を

当該労働者派遣に関する料金の平均額で除した割合 

                            ３０．１％ 

６ 労働者派遣法第３０条の４第１項の労使協定を締結しているか否かの別等 

  労働者派遣法第３０条の４項１項の労使協定を 

  ☑締結している 

    当該労使協定の対象となる派遣労働者の範囲（ 全ての派遣労働      ） 

    当該労使協定の有効期間の終期      （ ２０２２年３月３１日   ） 

  ☐締結していない 

 

７ 派遣社員のキャリア形成支援制度の関する事項 

訓練種別 対象者となる派遣労働者 訓練方法 訓練費用負担額 賃金支給 

入社時研修 雇入れ時 OFF-JT 無償 有給 

初任者研修 入社１年目 OFF-JT 無償 有給 

現任者研修Ⅰ 入社２年目 OFF-JT 無償 有給 

現任者研修Ⅱ 入社３年目 OFF-JT 無償 有給 

資格取得研修 無資格の派遣労働者 OJT 有償 無給 

キャリア・コンサルティング相談窓口及び連絡先 相談窓口:管理部 TEL:045-317-5730 

 

８ その他労働者派遣事業の業務に関し参考となる事項 

  弊社マージン部分については、下記のとおり法定福利費、教育訓練、年次有給休暇等

弊社の運営経費等を含んだものです。 

 

マージン率等の内訳              マージン率 ３０．１％ 



賃金
法定福利費(労働・社会保険料等）
教育訓練費
運営費等

マージン率等に係る情報提供 

東京建物スタッフィング株式会社 名古屋支店 

（派１３－３１４４３０） 

労働者派遣法第２３条第５項に基づき、下記の情報を提供します。 

  （対象：2020年度（2020年 1月 1日～2020年 12月）） 

 

記 

１ ２０２１年６月１日付派遣労働者数              ６５人 

 

２ ２０２０年度 派遣先事業所数（実数）            ６０件 

 

３ ２０２０年度 労働者派遣に関する料金の平均額    ２２，８２７円 

                   （１日当たりの料金額（８時間労働として計算）） 

 

４ ２０２０年度 派遣労働者の賃金の額の平均額     １５，３９４円 

                   （１日当たりの料金額（８時間労働として計算）） 

 

５ 労働者派遣に関する料金の平均額から派遣労働者の賃金の額の平均額を控除した額を

当該労働者派遣に関する料金の平均額で除した割合 

                            ３２．５％ 

６ 労働者派遣法第３０条の４第１項の労使協定を締結しているか否かの別等 

  労働者派遣法第３０条の４項１項の労使協定を 

  ☑締結している 

    当該労使協定の対象となる派遣労働者の範囲（ 全ての派遣労働      ） 

    当該労使協定の有効期間の終期      （ ２０２２年３月３１日   ） 

  ☐締結していない 

 

７ 派遣社員のキャリア形成支援制度の関する事項 

訓練種別 対象者となる派遣労働者 訓練方法 訓練費用負担額 賃金支給 

入社時研修 雇入れ時 OFF-JT 無償 有給 

初任者研修 入社１年目 OFF-JT 無償 有給 

現任者研修Ⅰ 入社２年目 OFF-JT 無償 有給 

現任者研修Ⅱ 入社３年目 OFF-JT 無償 有給 

資格取得研修 無資格の派遣労働者 OJT 有償 無給 

キャリア・コンサルティング相談窓口及び連絡先 相談窓口:管理部 TEL:052-201-6760 

 

８ その他労働者派遣事業の業務に関し参考となる事項 

  弊社マージン部分については、下記のとおり法定福利費、教育訓練、年次有給休暇等

弊社の運営経費等を含んだものです。 

 

マージン率等の内訳              マージン率 ３２．５％ 



賃金
法定福利費(労働・社会保険料等）
教育訓練費
運営費等

マージン率等に係る情報提供 

東京建物スタッフィング株式会社 大阪支店 

（派１３－３１４４３０） 

労働者派遣法第２３条第５項に基づき、下記の情報を提供します。 

  （対象：2020年度（2020年 1月 1日～2020年 12月）） 

 

記 

１ ２０２１年６月１日付派遣労働者数             １６２人 

 

２ ２０２０年度 派遣先事業所数（実数）           １０８件 

 

３ ２０２０年度 労働者派遣に関する料金の平均額    ２０，２０３円 

                   （１日当たりの料金額（８時間労働として計算）） 

 

４ ２０２０年度 派遣労働者の賃金の額の平均額     １４，０１３円 

                   （１日当たりの料金額（８時間労働として計算）） 

 

５ 労働者派遣に関する料金の平均額から派遣労働者の賃金の額の平均額を控除した額を

当該労働者派遣に関する料金の平均額で除した割合 

                            ３０．６％ 

６ 労働者派遣法第３０条の４第１項の労使協定を締結しているか否かの別等 

  労働者派遣法第３０条の４項１項の労使協定を 

  ☑締結している 

    当該労使協定の対象となる派遣労働者の範囲（ 全ての派遣労働      ） 

    当該労使協定の有効期間の終期      （ ２０２２年３月３１日   ） 

  ☐締結していない 

 

７ 派遣社員のキャリア形成支援制度の関する事項 

訓練種別 対象者となる派遣労働者 訓練方法 訓練費用負担額 賃金支給 

入社時研修 雇入れ時 OFF-JT 無償 有給 

初任者研修 入社１年目 OFF-JT 無償 有給 

現任者研修Ⅰ 入社２年目 OFF-JT 無償 有給 

現任者研修Ⅱ 入社３年目 OFF-JT 無償 有給 

資格取得研修 無資格の派遣労働者 OJT 有償 無給 

キャリア・コンサルティング相談窓口及び連絡先 相談窓口:管理部 TEL:06-6885-5599 

 

８ その他労働者派遣事業の業務に関し参考となる事項 

  弊社マージン部分については、下記のとおり法定福利費、教育訓練、年次有給休暇等

弊社の運営経費等を含んだものです。 

 

マージン率等の内訳              マージン率 ３０．６％ 



賃金
法定福利費(労働・社会保険料等）
教育訓練費
運営費等

マージン率等に係る情報提供 

東京建物スタッフィング株式会社 福岡支店 

（派１３－３１４４３０） 

労働者派遣法第２３条第５項に基づき、下記の情報を提供します。 

  （対象：2020年度（2020年 1月 1日～2020年 12月）） 

 

記 

１ ２０２１年６月１日付派遣労働者数             １８６人 

 

２ ２０２０年度 派遣先事業所数（実数）           １２４件 

 

３ ２０２０年度 労働者派遣に関する料金の平均額    １６，２８６円 

                   （１日当たりの料金額（８時間労働として計算）） 

 

４ ２０２０年度 派遣労働者の賃金の額の平均額     １０，９９４円 

                   （１日当たりの料金額（８時間労働として計算）） 

 

５ 労働者派遣に関する料金の平均額から派遣労働者の賃金の額の平均額を控除した額を

当該労働者派遣に関する料金の平均額で除した割合 

                            ３２．４％ 

６ 労働者派遣法第３０条の４第１項の労使協定を締結しているか否かの別等 

  労働者派遣法第３０条の４項１項の労使協定を 

  ☑締結している 

    当該労使協定の対象となる派遣労働者の範囲（ 全ての派遣労働      ） 

    当該労使協定の有効期間の終期      （ ２０２２年３月３１日   ） 

  ☐締結していない 

 

７ 派遣社員のキャリア形成支援制度の関する事項 

訓練種別 対象者となる派遣労働者 訓練方法 訓練費用負担額 賃金支給 

入社時研修 雇入れ時 OFF-JT 無償 有給 

初任者研修 入社１年目 OFF-JT 無償 有給 

現任者研修Ⅰ 入社２年目 OFF-JT 無償 有給 

現任者研修Ⅱ 入社３年目 OFF-JT 無償 有給 

資格取得研修 無資格の派遣労働者 OJT 有償 無給 

キャリア・コンサルティング相談窓口及び連絡先 相談窓口:管理部 TEL:092-409-5970 

 

８ その他労働者派遣事業の業務に関し参考となる事項 

  弊社マージン部分については、下記のとおり法定福利費、教育訓練、年次有給休暇等

弊社の運営経費等を含んだものです。 

 

マージン率等の内訳              マージン率 ３２．４％ 


