
（１／４） 

  

北電産業株式会社 

 

 

マージン率等の情報公開についてのお知らせ（2019 年度実績） 

 

 

１． 事業所名称：北電産業株式会社 ｼｰ･ｴｽ･ｼｰ･ｽﾀｯﾌ 

所 在 地：富山県富山市牛島町 18 番 7 号 アーバンプレイス５階 

対 象 期 間：［2019 年 4 月～2020 年 3 月］ 

 

（１）派遣労働者の数 ･･･ 128 人  

 

（２）派遣先の数   ･･･  65 事業所  

 

（３）マージン率   ･･･ 32.1% 

         (4)-(5) 

※計算式        ×100＝32.05 …少数点第２位を四捨五入 

                (4) 

※１：マージン部分については、派遣元が負担する法定福利費、法定外福利費、教育訓練費、年 

次有休暇、事業経費などが含まれます。 

 

（４）労働者派遣に関する料金額の平均額･･･１日８時間当たり、15,165 円 

 

（５）派遣労働者の賃金額の平均額   ･･･１日８時間当たり、10,304 円 

 

（６）キャリアアップに資する教育訓練に関する事項（教育訓練計画）  

種 類 
対象となる 

派遣労働者 
方法 

実施 

主体 
費用負担 賃金 

ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏﾅｰ等訓練 雇用時 OFF-JT 弊社 無償 有給 

OA 機器操作訓練（初級） 派遣中 OFF-JT 弊社 無償 有給 

OA 機器操作訓練（中級） 派遣中 OFF-JT 弊社 無償 有給 

OA 機器操作訓練（上級） 派遣中 OFF-JT 弊社 無償 有給 

その他訓練（セルフコントロール研修） 派遣中 OFF-JT 弊社 無償 有給 

その他訓練（ファシリテーター研修） 派遣中 OFF-JT 弊社 無償 有給 

 

［キャリアコンサルティング相談窓口（無料）］ 

・相談窓口：本店ＣＳＣスタッフ 

・連絡先 ：0120-045-069 

 

（７）福利厚生 ･･･ 弊社 HP に掲載（安心の社会保険加入制度） 

          （北陸電力グループの福利厚生も使用可能） 

 

（８）派遣労働者の待遇の決定に係る労使協定を締結しているか否かの別･･･締結している 

   協定労働者の範囲･･･すべての派遣労働者 

   協定書の有効期間終期･･･2021 年 3 月 31 日 

 

 



（２／４） 

 

２．事業所名称：北電産業株式会社 石川支店 

所 在 地：石川県金沢市下本多町六番丁１１番地 

対 象 期 間：［2019 年 4 月～2020 年 3 月］ 

 

（１）派遣労働者の数 ･･･ 194 人  

 

 

（２）派遣先の数   ･･･ 94 事業所  

 

 

（３）マージン率   ･･･ 29.6% 

 

        (4)-(5) 

※計算式        ×100＝29.60 …少数点第２位を四捨五入 

               (4) 

※１：マージン部分については、派遣元が負担する法定福利費、法定外福利費、教育訓練費、年 

次有給休暇、事業経費などが含まれます。 

 

 

（４）労働者派遣に関する料金額の平均額･･･１日８時間当たり、14,322 円 

 

 

（５）派遣労働者の賃金額の平均額   ･･･１日８時間当たり、10,082 円 

 

 

（６）キャリアアップに資する教育訓練に関する事項（教育訓練計画） 

種 類 
対象となる 

派遣労働者 
方法 

実施 

主体 
費用負担 賃金 

ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏﾅｰ等訓練 雇用時 OFF-JT 弊社 無償 有給 

OA 機器操作訓練（初・中・上級） 派遣中 OFF-JT 弊社 無償 有給 

その他訓練（文書作成研修） 派遣中 OFF-JT 弊社 無償 有給 

その他訓練（ｽﾄﾚｽﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研修） 派遣中 OFF-JT  弊社 無償 有給 

その他訓練（評価アップ研修） 派遣中 OFF-JT 弊社 無償 有給 

その他訓練（ファシリテーター研修） 派遣中 OFF-JT 弊社 無償 有給 

 

［キャリアコンサルティング相談窓口（無料）］ 

・相談窓口：石川支店 

・連絡先 ：0120-045-069 

 

 

（７）福利厚生 ･･･ 弊社 HP に掲載（安心の社会保険加入制度） 

          （北陸電力グループの福利厚生も使用可能） 

 

（８）派遣労働者の待遇の決定に係る労使協定を締結しているか否かの別･･･締結している 

   協定労働者の範囲･･･すべての派遣労働者 

   協定書の有効期間終期･･･2021 年 3 月 31 日 

 



 

（３／４） 

 

３．事業所名称：北電産業株式会社 福井支店 

所 在 地：福井県福井市日之出 1 丁目 14 番 23 号 

対 象 期 間：［2019 年 4 月～2020 年 3 月］ 

 

（１）派遣労働者の数 ･･･ 61 人  

 

 

（２）派遣先の数   ･･･ 28 事業所  

 

 

（３）マージン率   ･･･ 31.6% 

        (4)-(5) 

※計算式        ×100＝31.56 …少数点第２位を四捨五入 

               (4) 

※１：マージン部分については、派遣元が負担する法定福利費、法定外福利費、教育訓練費、年 

次有給休暇、事業経費などが含まれます。 

 

 

（４）労働者派遣に関する料金額の平均額･･･１日８時間当たり、13,314 円 

 

 

（５）派遣労働者の賃金額の平均額   ･･･１日８時間当たり、9,112 円 

 

 

（６）キャリアアップに資する教育訓練に関する事項（教育訓練計画） 

種 類 
対象となる 

派遣労働者 
方法 

実施 

主体 
費用負担 賃金 

ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏﾅｰ等訓練 雇用時 OFF-JT 弊社 無償 有給 

OA 機器操作訓練(初級) 派遣中 OFF-JT 弊社 無償 有給 

OA 機器操作訓練(実践編) 派遣中 OFF-JT 弊社 無償 有給 

経理事務研修 派遣中 OFF-JT 弊社 無償 有給 

その他訓練（ﾌｧｼﾘﾃｰｼｮﾝ研修） 派遣中 OFF-JT 弊社 無償 有給 

その他訓練（ｾﾙﾌｺﾝﾄﾛｰﾙ研修） 派遣中 OFF-JT 弊社 無償 有給 

その他訓練（ｸﾚｰﾑ研修） 派遣中 OFF-JT 弊社 無償 有給 

 

［キャリアコンサルティング相談窓口（無料）］ 

・相談窓口：福井支店 

・連絡先 ：0120-045-069 

 

 

（７）福利厚生 ･･･ 弊社 HP に掲載（安心の社会保険加入制度） 

           （北陸電力グループの福利厚生も使用可能） 

 

（８）派遣労働者の待遇の決定に係る労使協定を締結しているか否かの別･･･締結している 

   協定労働者の範囲･･･すべての派遣労働者 

   協定書の有効期間終期･･･2021 年 3 月 31 日 



（４／４） 

 

４．事業所名称：北電産業株式会社 志賀支社 

  所 在 地：石川県羽咋郡志賀町赤住１番地 

対 象 期 間：［2019 年 4 月～2020 年 3 月］ 

 

（１）派遣労働者の数 ･･･ 9 人  

 

 

（２）派遣先の数   ･･･ ４事業所  

 

 

（３）マージン率   ･･･ 58.6% 

        (4)-(5) 

※計算式        ×100＝58.59 …少数点第２位を四捨五入 

               (4) 

※１：マージン部分については、派遣元が負担する法定福利費、法定外福利費、教育訓練費、年 

次有給休暇、事業経費などが含まれます。 

 

 

（４）労働者派遣に関する料金額の平均額･･･１日８時間当たり、44,478 円 

 

 

（５）派遣労働者の賃金額の平均額   ･･･１日８時間当たり、18,418 円 

 

 

（６）キャリアアップに資する教育訓練に関する事項（教育訓練計画） 

種 類 
対象となる 

派遣労働者 
方法 

実施 

主体 
費用負担 賃金 

新入社員研修 雇用時 OFF-JT 弊社 無償 有給 

放射線入門教育 派遣中 OFF-JT 弊社 無償 有給 

放射線管理入門講座 派遣中 OFF-JT 弊社 無償 有給 

放射線管理計測講座 派遣中 OFF-JT 弊社 無償 有給 

放射線計測器教育 派遣中 OFF-JT 弊社 無償 有給 

その他訓練（ﾋﾞｼﾞﾈｽｽｷﾙ研修） 派遣中 OFF-JT 弊社 無償 有給 

その他訓練（ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ研修） 派遣中 OFF-JT 弊社 無償 有給 

 

［キャリアコンサルティング相談窓口（無料）］ 

・相談窓口：志賀支社 

・連絡先 ：0767-32-2900 

 

 

（７）福利厚生 ･･･ 弊社 HP に掲載（安心の社会保険加入制度） 

          （北陸電力グループの福利厚生も使用可能） 

 

（８）派遣労働者の待遇の決定に係る労使協定を締結しているか否かの別･･･締結している 

   協定労働者の範囲･･･すべての派遣労働者 

   協定書の有効期間終期･･･2021 年 3 月 31 日 

以 上 


