
事業所名： 株式会社マーキュリー

対象期間：

■マージン率について

 派遣労働者数

 派遣先の数

 マージン率
 (小数点第二位以下を四捨五入)

 労働者派遣料金の平均額

 派遣期間中の派遣労働者の平均賃金額

【マージン率に含まれる費用の概要】

 社会保険料

 有給休暇

 福利厚生

 募集費用

 研修費

 施設費管理人件費

 営業利益

■教育訓練について

種類 対象者 実施主体 内容 方法 賃金支給 費用負担

入社前の新規採用者 弊社 e-learning 及び 社内研修 有 交通費のみ

未経験の新規採用者 弊社 e-learning 及び 社内研修 有 無

【外国籍】入社前の新規採用者 弊社 日本文化と就業マナー研修 社内研修 有 交通費のみ

弊社 社内研修 又は OJT

派遣先 派遣先に準ずる

 理念研修 全従業員 弊社 業務内容の確認・今後の展望 社内研修 有 無

 e-learning研修 未経験の新規採用者 弊社

情報リテラシー・個人情報保護・安全衛生教
育・労働派遣の概要・コンプライアンス・ハラス

メント・社内制度・出勤表・福利厚生　他
e-learning 無 無

労働者派遣のマージン率等の情報提供資料

雇用主負担の健康保険、厚生年金保険、介護保険、子ども・子育て拠出金、雇用保険、労災保険などの社会保険料

 労働者派遣の料金から上記を差し引いた利益

 営業・管理・採用など事業運営にあたる労働者の人件費及び活動費
 法定手続費用・事務所費・通信費・健康診断費　等

 業務に必要な技術や商品知識を習得するための研修会費用

 派遣労働者の募集にかかる求人媒体費（求人誌及びインターネット等）、採用オフィス賃料

スマート福利厚生　利用費

派遣労働者が取得する有給休暇や福利厚生制度の支出費用

1332　人

32.00%

347,640　円

236,168　円

68

商品知識・コンプライアンス・業務管理・業務説
明・その他業務上必要な研修

 専門研修

2018年10月1日～2019年9月30日

本社

有 無
未経験の新規採用者
及び　就業中労働者

 階層別研修
ビジネスパーソン・若手フォローアップ

・キャリアパス研修



事業所名： 株式会社マーキュリー

対象期間：

■マージン率について

 派遣労働者数

 派遣先の数

 マージン率
 (小数点第二位以下を四捨五入)

 労働者派遣料金の平均額

 派遣期間中の派遣労働者の平均賃金額

【マージン率に含まれる費用の概要】

 社会保険料

 有給休暇

 福利厚生

 募集費用

 研修費

 施設費管理人件費

 営業利益

■教育訓練について

種類 対象者 実施主体 内容 方法 賃金支給 費用負担

入社前の新規採用者 弊社 e-learning 及び 社内研修 有 交通費のみ

未経験の新規採用者 弊社 e-learning 及び 社内研修 有 無

【外国籍】入社前の新規採用者 弊社 日本文化と就業マナー研修 社内研修 有 交通費のみ

弊社 社内研修 又は OJT

派遣先 派遣先に準ずる

 理念研修 全従業員 弊社 業務内容の確認・今後の展望 社内研修 有 無

 e-learning研修 未経験の新規採用者 弊社

情報リテラシー・個人情報保護・安全衛生教
育・労働派遣の概要・コンプライアンス・ハラス

メント・社内制度・出勤表・福利厚生　他
e-learning 無 無

労働者派遣のマージン率等の情報提供資料

雇用主負担の健康保険、厚生年金保険、介護保険、子ども・子育て拠出金、雇用保険、労災保険などの社会保険料

 労働者派遣の料金から上記を差し引いた利益

 営業・管理・採用など事業運営にあたる労働者の人件費及び活動費
 法定手続費用・事務所費・通信費・健康診断費　等

 業務に必要な技術や商品知識を習得するための研修会費用

 派遣労働者の募集にかかる求人媒体費（求人誌及びインターネット等）、採用オフィス賃料

スマート福利厚生　利用費

派遣労働者が取得する有給休暇や福利厚生制度の支出費用

819　人

31.00%

332,807　円

228,796　円

33

商品知識・コンプライアンス・業務管理・業務説
明・その他業務上必要な研修

 専門研修

2018年10月1日～2019年9月30日

大阪支店

有 無
未経験の新規採用者
及び　就業中労働者

 階層別研修
ビジネスパーソン・若手フォローアップ

・キャリアパス研修



事業所名： 株式会社マーキュリー

対象期間：

■マージン率について

 派遣労働者数

 派遣先の数

 マージン率
 (小数点第二位以下を四捨五入)

 労働者派遣料金の平均額

 派遣期間中の派遣労働者の平均賃金額

【マージン率に含まれる費用の概要】

 社会保険料

 有給休暇

 福利厚生

 募集費用

 研修費

 施設費管理人件費

 営業利益

■教育訓練について

種類 対象者 実施主体 内容 方法 賃金支給 費用負担

入社前の新規採用者 弊社 e-learning 及び 社内研修 有 交通費のみ

未経験の新規採用者 弊社 e-learning 及び 社内研修 有 無

【外国籍】入社前の新規採用者 弊社 日本文化と就業マナー研修 社内研修 有 交通費のみ

弊社 社内研修 又は OJT

派遣先 派遣先に準ずる

 理念研修 全従業員 弊社 業務内容の確認・今後の展望 社内研修 有 無

 e-learning研修 未経験の新規採用者 弊社

情報リテラシー・個人情報保護・安全衛生教
育・労働派遣の概要・コンプライアンス・ハラス

メント・社内制度・出勤表・福利厚生　他
e-learning 無 無

労働者派遣のマージン率等の情報提供資料

雇用主負担の健康保険、厚生年金保険、介護保険、子ども・子育て拠出金、雇用保険、労災保険などの社会保険料

 労働者派遣の料金から上記を差し引いた利益

 営業・管理・採用など事業運営にあたる労働者の人件費及び活動費
 法定手続費用・事務所費・通信費・健康診断費　等

 業務に必要な技術や商品知識を習得するための研修会費用

 派遣労働者の募集にかかる求人媒体費（求人誌及びインターネット等）、採用オフィス賃料

スマート福利厚生　利用費

派遣労働者が取得する有給休暇や福利厚生制度の支出費用

289　人

34.00%

346,523　円

227,347　円

25

商品知識・コンプライアンス・業務管理・業務説
明・その他業務上必要な研修

 専門研修

2018年10月1日～2019年9月30日

中部支店

有 無
未経験の新規採用者
及び　就業中労働者

 階層別研修
ビジネスパーソン・若手フォローアップ

・キャリアパス研修



事業所名： 株式会社マーキュリー

対象期間：

■マージン率について

 派遣労働者数

 派遣先の数

 マージン率
 (小数点第二位以下を四捨五入)

 労働者派遣料金の平均額

 派遣期間中の派遣労働者の平均賃金額

【マージン率に含まれる費用の概要】

 社会保険料

 有給休暇

 福利厚生

 募集費用

 研修費

 施設費管理人件費

 営業利益

■教育訓練について

種類 対象者 実施主体 内容 方法 賃金支給 費用負担

入社前の新規採用者 弊社 e-learning 及び 社内研修 有 交通費のみ

未経験の新規採用者 弊社 e-learning 及び 社内研修 有 無

【外国籍】入社前の新規採用者 弊社 日本文化と就業マナー研修 社内研修 有 交通費のみ

弊社 社内研修 又は OJT

派遣先 派遣先に準ずる

 理念研修 全従業員 弊社 業務内容の確認・今後の展望 社内研修 有 無

 e-learning研修 未経験の新規採用者 弊社

情報リテラシー・個人情報保護・安全衛生教
育・労働派遣の概要・コンプライアンス・ハラス

メント・社内制度・出勤表・福利厚生　他
e-learning 無 無

労働者派遣のマージン率等の情報提供資料

雇用主負担の健康保険、厚生年金保険、介護保険、子ども・子育て拠出金、雇用保険、労災保険などの社会保険料

 労働者派遣の料金から上記を差し引いた利益

 営業・管理・採用など事業運営にあたる労働者の人件費及び活動費
 法定手続費用・事務所費・通信費・健康診断費　等

 業務に必要な技術や商品知識を習得するための研修会費用

 派遣労働者の募集にかかる求人媒体費（求人誌及びインターネット等）、採用オフィス賃料

スマート福利厚生　利用費

派遣労働者が取得する有給休暇や福利厚生制度の支出費用

244　人

33.00%

348,135　円

232,735　円

25

商品知識・コンプライアンス・業務管理・業務説
明・その他業務上必要な研修

 専門研修

2018年10月1日～2019年9月30日

九州支店

有 無
未経験の新規採用者
及び　就業中労働者

 階層別研修
ビジネスパーソン・若手フォローアップ

・キャリアパス研修



事業所名： 株式会社マーキュリー

対象期間：

■マージン率について

 派遣労働者数

 派遣先の数

 マージン率
 (小数点第二位以下を四捨五入)

 労働者派遣料金の平均額

 派遣期間中の派遣労働者の平均賃金額

【マージン率に含まれる費用の概要】

 社会保険料

 有給休暇

 福利厚生

 募集費用

 研修費

 施設費管理人件費

 営業利益

■教育訓練について

種類 対象者 実施主体 内容 方法 賃金支給 費用負担

入社前の新規採用者 弊社 e-learning 及び 社内研修 有 交通費のみ

未経験の新規採用者 弊社 e-learning 及び 社内研修 有 無

【外国籍】入社前の新規採用者 弊社 日本文化と就業マナー研修 社内研修 有 交通費のみ

弊社 社内研修 又は OJT

派遣先 派遣先に準ずる

 理念研修 全従業員 弊社 業務内容の確認・今後の展望 社内研修 有 無

 e-learning研修 未経験の新規採用者 弊社

情報リテラシー・個人情報保護・安全衛生教
育・労働派遣の概要・コンプライアンス・ハラス

メント・社内制度・出勤表・福利厚生　他
e-learning 無 無

労働者派遣のマージン率等の情報提供資料

雇用主負担の健康保険、厚生年金保険、介護保険、子ども・子育て拠出金、雇用保険、労災保険などの社会保険料

 労働者派遣の料金から上記を差し引いた利益

 営業・管理・採用など事業運営にあたる労働者の人件費及び活動費
 法定手続費用・事務所費・通信費・健康診断費　等

 業務に必要な技術や商品知識を習得するための研修会費用

 派遣労働者の募集にかかる求人媒体費（求人誌及びインターネット等）、採用オフィス賃料

スマート福利厚生　利用費

派遣労働者が取得する有給休暇や福利厚生制度の支出費用

166　人

32.00%

331,970　円

224,903　円

14

商品知識・コンプライアンス・業務管理・業務説
明・その他業務上必要な研修

 専門研修

2018年10月1日～2019年9月30日

東北支店

有 無
未経験の新規採用者
及び　就業中労働者

 階層別研修
ビジネスパーソン・若手フォローアップ

・キャリアパス研修



事業所名： 株式会社マーキュリー

対象期間：

■マージン率について

 派遣労働者数

 派遣先の数

 マージン率
 (小数点第二位以下を四捨五入)

 労働者派遣料金の平均額

 派遣期間中の派遣労働者の平均賃金額

【マージン率に含まれる費用の概要】

 社会保険料

 有給休暇

 福利厚生

 募集費用

 研修費

 施設費管理人件費

 営業利益

■教育訓練について

種類 対象者 実施主体 内容 方法 賃金支給 費用負担

入社前の新規採用者 弊社 e-learning 及び 社内研修 有 交通費のみ

未経験の新規採用者 弊社 e-learning 及び 社内研修 有 無

【外国籍】入社前の新規採用者 弊社 日本文化と就業マナー研修 社内研修 有 交通費のみ

弊社 社内研修 又は OJT

派遣先 派遣先に準ずる

 理念研修 全従業員 弊社 業務内容の確認・今後の展望 社内研修 有 無

 e-learning研修 未経験の新規採用者 弊社

情報リテラシー・個人情報保護・安全衛生教
育・労働派遣の概要・コンプライアンス・ハラス

メント・社内制度・出勤表・福利厚生　他
e-learning 無 無

労働者派遣のマージン率等の情報提供資料

雇用主負担の健康保険、厚生年金保険、介護保険、子ども・子育て拠出金、雇用保険、労災保険などの社会保険料

 労働者派遣の料金から上記を差し引いた利益

 営業・管理・採用など事業運営にあたる労働者の人件費及び活動費
 法定手続費用・事務所費・通信費・健康診断費　等

 業務に必要な技術や商品知識を習得するための研修会費用

 派遣労働者の募集にかかる求人媒体費（求人誌及びインターネット等）、採用オフィス賃料

スマート福利厚生　利用費

派遣労働者が取得する有給休暇や福利厚生制度の支出費用

101　人

28.00%

318,344　円

229,028　円

14

商品知識・コンプライアンス・業務管理・業務説
明・その他業務上必要な研修

 専門研修

2018年10月1日～2019年9月30日

北海道支店

有 無
未経験の新規採用者
及び　就業中労働者

 階層別研修
ビジネスパーソン・若手フォローアップ

・キャリアパス研修



事業所名： 株式会社マーキュリー

対象期間：

■マージン率について

 派遣労働者数

 派遣先の数

 マージン率
 (小数点第二位以下を四捨五入)

 労働者派遣料金の平均額

 派遣期間中の派遣労働者の平均賃金額

【マージン率に含まれる費用の概要】

 社会保険料

 有給休暇

 福利厚生

 募集費用

 研修費

 施設費管理人件費

 営業利益

■教育訓練について

種類 対象者 実施主体 内容 方法 賃金支給 費用負担

入社前の新規採用者 弊社 e-learning 及び 社内研修 有 交通費のみ

未経験の新規採用者 弊社 e-learning 及び 社内研修 有 無

【外国籍】入社前の新規採用者 弊社 日本文化と就業マナー研修 社内研修 有 交通費のみ

弊社 社内研修 又は OJT

派遣先 派遣先に準ずる

 理念研修 全従業員 弊社 業務内容の確認・今後の展望 社内研修 有 無

 e-learning研修 未経験の新規採用者 弊社

情報リテラシー・個人情報保護・安全衛生教
育・労働派遣の概要・コンプライアンス・ハラス

メント・社内制度・出勤表・福利厚生　他
e-learning 無 無

労働者派遣のマージン率等の情報提供資料

雇用主負担の健康保険、厚生年金保険、介護保険、子ども・子育て拠出金、雇用保険、労災保険などの社会保険料

 労働者派遣の料金から上記を差し引いた利益

 営業・管理・採用など事業運営にあたる労働者の人件費及び活動費
 法定手続費用・事務所費・通信費・健康診断費　等

 業務に必要な技術や商品知識を習得するための研修会費用

 派遣労働者の募集にかかる求人媒体費（求人誌及びインターネット等）、採用オフィス賃料

スマート福利厚生　利用費

派遣労働者が取得する有給休暇や福利厚生制度の支出費用

68　人

32.00%

331,480　円

223,760　円

13

商品知識・コンプライアンス・業務管理・業務説
明・その他業務上必要な研修

 専門研修

2018年10月1日～2019年9月30日

中四国支店

有 無
未経験の新規採用者
及び　就業中労働者

 階層別研修
ビジネスパーソン・若手フォローアップ

・キャリアパス研修



事業所名： 株式会社マーキュリー

対象期間：

■マージン率について

 派遣労働者数

 派遣先の数

 マージン率
 (小数点第二位以下を四捨五入)

 労働者派遣料金の平均額

 派遣期間中の派遣労働者の平均賃金額

【マージン率に含まれる費用の概要】

 社会保険料

 有給休暇

 福利厚生

 募集費用

 研修費

 施設費管理人件費

 営業利益

■教育訓練について

種類 対象者 実施主体 内容 方法 賃金支給 費用負担

入社前の新規採用者 弊社 e-learning 及び 社内研修 有 交通費のみ

未経験の新規採用者 弊社 e-learning 及び 社内研修 有 無

【外国籍】入社前の新規採用者 弊社 日本文化と就業マナー研修 社内研修 有 交通費のみ

弊社 社内研修 又は OJT

派遣先 派遣先に準ずる

 理念研修 全従業員 弊社 業務内容の確認・今後の展望 社内研修 有 無

 e-learning研修 未経験の新規採用者 弊社

情報リテラシー・個人情報保護・安全衛生教
育・労働派遣の概要・コンプライアンス・ハラス

メント・社内制度・出勤表・福利厚生　他
e-learning 無 無

労働者派遣のマージン率等の情報提供資料

雇用主負担の健康保険、厚生年金保険、介護保険、子ども・子育て拠出金、雇用保険、労災保険などの社会保険料

 労働者派遣の料金から上記を差し引いた利益

 営業・管理・採用など事業運営にあたる労働者の人件費及び活動費
 法定手続費用・事務所費・通信費・健康診断費　等

 業務に必要な技術や商品知識を習得するための研修会費用

 派遣労働者の募集にかかる求人媒体費（求人誌及びインターネット等）、採用オフィス賃料

スマート福利厚生　利用費

派遣労働者が取得する有給休暇や福利厚生制度の支出費用

46　人

34.00%

342,916　円

226,069　円

12

商品知識・コンプライアンス・業務管理・業務説
明・その他業務上必要な研修

 専門研修

2018年10月1日～2019年9月30日

岡山営業所

有 無
未経験の新規採用者
及び　就業中労働者

 階層別研修
ビジネスパーソン・若手フォローアップ

・キャリアパス研修



事業所名： 株式会社マーキュリー

対象期間：

■マージン率について

 派遣労働者数

 派遣先の数

 マージン率
 (小数点第二位以下を四捨五入)

 労働者派遣料金の平均額

 派遣期間中の派遣労働者の平均賃金額

【マージン率に含まれる費用の概要】

 社会保険料

 有給休暇

 福利厚生

 募集費用

 研修費

 施設費管理人件費

 営業利益

■教育訓練について

種類 対象者 実施主体 内容 方法 賃金支給 費用負担

入社前の新規採用者 弊社 e-learning 及び 社内研修 有 交通費のみ

未経験の新規採用者 弊社 e-learning 及び 社内研修 有 無

【外国籍】入社前の新規採用者 弊社 日本文化と就業マナー研修 社内研修 有 交通費のみ

弊社 社内研修 又は OJT

派遣先 派遣先に準ずる

 理念研修 全従業員 弊社 業務内容の確認・今後の展望 社内研修 有 無

 e-learning研修 未経験の新規採用者 弊社

情報リテラシー・個人情報保護・安全衛生教
育・労働派遣の概要・コンプライアンス・ハラス

メント・社内制度・出勤表・福利厚生　他
e-learning 無 無

労働者派遣のマージン率等の情報提供資料

雇用主負担の健康保険、厚生年金保険、介護保険、子ども・子育て拠出金、雇用保険、労災保険などの社会保険料

 労働者派遣の料金から上記を差し引いた利益

 営業・管理・採用など事業運営にあたる労働者の人件費及び活動費
 法定手続費用・事務所費・通信費・健康診断費　等

 業務に必要な技術や商品知識を習得するための研修会費用

 派遣労働者の募集にかかる求人媒体費（求人誌及びインターネット等）、採用オフィス賃料

スマート福利厚生　利用費

派遣労働者が取得する有給休暇や福利厚生制度の支出費用

62　人

32.00%

338,118　円

229,796　円

8

商品知識・コンプライアンス・業務管理・業務説
明・その他業務上必要な研修

 専門研修

2018年10月1日～2019年9月30日

香川営業所

有 無
未経験の新規採用者
及び　就業中労働者

 階層別研修
ビジネスパーソン・若手フォローアップ

・キャリアパス研修



事業所名： 株式会社マーキュリー

対象期間：

■マージン率について

 派遣労働者数

 派遣先の数

 マージン率
 (小数点第二位以下を四捨五入)

 労働者派遣料金の平均額

 派遣期間中の派遣労働者の平均賃金額

【マージン率に含まれる費用の概要】

 社会保険料

 有給休暇

 福利厚生

 募集費用

 研修費

 施設費管理人件費

 営業利益

■教育訓練について

種類 対象者 実施主体 内容 方法 賃金支給 費用負担

入社前の新規採用者 弊社 e-learning 及び 社内研修 有 交通費のみ

未経験の新規採用者 弊社 e-learning 及び 社内研修 有 無

【外国籍】入社前の新規採用者 弊社 日本文化と就業マナー研修 社内研修 有 交通費のみ

弊社 社内研修 又は OJT

派遣先 派遣先に準ずる

 理念研修 全従業員 弊社 業務内容の確認・今後の展望 社内研修 有 無

 e-learning研修 未経験の新規採用者 弊社

情報リテラシー・個人情報保護・安全衛生教
育・労働派遣の概要・コンプライアンス・ハラス

メント・社内制度・出勤表・福利厚生　他
e-learning 無 無

労働者派遣のマージン率等の情報提供資料

雇用主負担の健康保険、厚生年金保険、介護保険、子ども・子育て拠出金、雇用保険、労災保険などの社会保険料

 労働者派遣の料金から上記を差し引いた利益

 営業・管理・採用など事業運営にあたる労働者の人件費及び活動費
 法定手続費用・事務所費・通信費・健康診断費　等

 業務に必要な技術や商品知識を習得するための研修会費用

 派遣労働者の募集にかかる求人媒体費（求人誌及びインターネット等）、採用オフィス賃料

スマート福利厚生　利用費

派遣労働者が取得する有給休暇や福利厚生制度の支出費用

14　人

30.00%

339,890　円

237,773　円

5

商品知識・コンプライアンス・業務管理・業務説
明・その他業務上必要な研修

 専門研修

2018年10月1日～2019年9月30日

新潟営業所

有 無
未経験の新規採用者
及び　就業中労働者

 階層別研修
ビジネスパーソン・若手フォローアップ

・キャリアパス研修



事業所名： 株式会社マーキュリー

対象期間：

■マージン率について

 派遣労働者数

 派遣先の数

 マージン率
 (小数点第二位以下を四捨五入)

 労働者派遣料金の平均額

 派遣期間中の派遣労働者の平均賃金額

【マージン率に含まれる費用の概要】

 社会保険料

 有給休暇

 福利厚生

 募集費用

 研修費

 施設費管理人件費

 営業利益

■教育訓練について

種類 対象者 実施主体 内容 方法 賃金支給 費用負担

入社前の新規採用者 弊社 e-learning 及び 社内研修 有 交通費のみ

未経験の新規採用者 弊社 e-learning 及び 社内研修 有 無

【外国籍】入社前の新規採用者 弊社 日本文化と就業マナー研修 社内研修 有 交通費のみ

弊社 社内研修 又は OJT

派遣先 派遣先に準ずる

 理念研修 全従業員 弊社 業務内容の確認・今後の展望 社内研修 有 無

 e-learning研修 未経験の新規採用者 弊社

情報リテラシー・個人情報保護・安全衛生教
育・労働派遣の概要・コンプライアンス・ハラス

メント・社内制度・出勤表・福利厚生　他
e-learning 無 無

労働者派遣のマージン率等の情報提供資料

雇用主負担の健康保険、厚生年金保険、介護保険、子ども・子育て拠出金、雇用保険、労災保険などの社会保険料

 労働者派遣の料金から上記を差し引いた利益

 営業・管理・採用など事業運営にあたる労働者の人件費及び活動費
 法定手続費用・事務所費・通信費・健康診断費　等

 業務に必要な技術や商品知識を習得するための研修会費用

 派遣労働者の募集にかかる求人媒体費（求人誌及びインターネット等）、採用オフィス賃料

スマート福利厚生　利用費

派遣労働者が取得する有給休暇や福利厚生制度の支出費用

46　人

34.00%

361,075　円

238,782　円

8

商品知識・コンプライアンス・業務管理・業務説
明・その他業務上必要な研修

 専門研修

2018年10月1日～2019年9月30日

浜松営業所

有 無
未経験の新規採用者
及び　就業中労働者

 階層別研修
ビジネスパーソン・若手フォローアップ

・キャリアパス研修



事業所名： 株式会社マーキュリー

対象期間：

■マージン率について

 派遣労働者数

 派遣先の数

 マージン率
 (小数点第二位以下を四捨五入)

 労働者派遣料金の平均額

 派遣期間中の派遣労働者の平均賃金額

【マージン率に含まれる費用の概要】

 社会保険料

 有給休暇

 福利厚生

 募集費用

 研修費

 施設費管理人件費

 営業利益

■教育訓練について

種類 対象者 実施主体 内容 方法 賃金支給 費用負担

入社前の新規採用者 弊社 e-learning 及び 社内研修 有 交通費のみ

未経験の新規採用者 弊社 e-learning 及び 社内研修 有 無

【外国籍】入社前の新規採用者 弊社 日本文化と就業マナー研修 社内研修 有 交通費のみ

弊社 社内研修 又は OJT

派遣先 派遣先に準ずる

 理念研修 全従業員 弊社 業務内容の確認・今後の展望 社内研修 有 無

 e-learning研修 未経験の新規採用者 弊社

情報リテラシー・個人情報保護・安全衛生教
育・労働派遣の概要・コンプライアンス・ハラス

メント・社内制度・出勤表・福利厚生　他
e-learning 無 無

労働者派遣のマージン率等の情報提供資料

雇用主負担の健康保険、厚生年金保険、介護保険、子ども・子育て拠出金、雇用保険、労災保険などの社会保険料

 労働者派遣の料金から上記を差し引いた利益

 営業・管理・採用など事業運営にあたる労働者の人件費及び活動費
 法定手続費用・事務所費・通信費・健康診断費　等

 業務に必要な技術や商品知識を習得するための研修会費用

 派遣労働者の募集にかかる求人媒体費（求人誌及びインターネット等）、採用オフィス賃料

スマート福利厚生　利用費

派遣労働者が取得する有給休暇や福利厚生制度の支出費用

14　人

35.00%

375,934　円

243,797　円

5

商品知識・コンプライアンス・業務管理・業務説
明・その他業務上必要な研修

 専門研修

2018年10月1日～2019年9月30日

沖縄営業所

有 無
未経験の新規採用者
及び　就業中労働者

 階層別研修
ビジネスパーソン・若手フォローアップ

・キャリアパス研修



事業所名： 株式会社マーキュリー

対象期間：

■マージン率について

 派遣労働者数

 派遣先の数

 マージン率
 (小数点第二位以下を四捨五入)

 労働者派遣料金の平均額

 派遣期間中の派遣労働者の平均賃金額

【マージン率に含まれる費用の概要】

 社会保険料

 有給休暇

 福利厚生

 募集費用

 研修費

 施設費管理人件費

 営業利益

■教育訓練について

種類 対象者 実施主体 内容 方法 賃金支給 費用負担

入社前の新規採用者 弊社 e-learning 及び 社内研修 有 交通費のみ

未経験の新規採用者 弊社 e-learning 及び 社内研修 有 無

【外国籍】入社前の新規採用者 弊社 日本文化と就業マナー研修 社内研修 有 交通費のみ

弊社 社内研修 又は OJT

派遣先 派遣先に準ずる

 理念研修 全従業員 弊社 業務内容の確認・今後の展望 社内研修 有 無

 e-learning研修 未経験の新規採用者 弊社

情報リテラシー・個人情報保護・安全衛生教
育・労働派遣の概要・コンプライアンス・ハラス

メント・社内制度・出勤表・福利厚生　他
e-learning 無 無

労働者派遣のマージン率等の情報提供資料

雇用主負担の健康保険、厚生年金保険、介護保険、子ども・子育て拠出金、雇用保険、労災保険などの社会保険料

 労働者派遣の料金から上記を差し引いた利益

 営業・管理・採用など事業運営にあたる労働者の人件費及び活動費
 法定手続費用・事務所費・通信費・健康診断費　等

 業務に必要な技術や商品知識を習得するための研修会費用

 派遣労働者の募集にかかる求人媒体費（求人誌及びインターネット等）、採用オフィス賃料

スマート福利厚生　利用費

派遣労働者が取得する有給休暇や福利厚生制度の支出費用

14　人

30.00%

339,890　円

237,773　円

5

商品知識・コンプライアンス・業務管理・業務説
明・その他業務上必要な研修

 専門研修

2018年10月1日～2019年9月30日

金沢営業所

有 無
未経験の新規採用者
及び　就業中労働者

 階層別研修
ビジネスパーソン・若手フォローアップ

・キャリアパス研修


