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労働者派遣事業の許可を取消し、
特定労働者派遣事業の事業廃止を命じました
～「関係派遣先派遣割合報告書」を提出しない事業主に対して実施～
厚生労働省は平成 29 年２月３日付で、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（昭和 60 年法律第 88 号。以下「労働者派遣法」とい
う。）第 14 条第１項に基づき、労働者派遣事業を営む派遣元事業主に対して、労働者
派遣事業の許可を取消し、また、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等の一部を改正する法律（平成 27 年法律第 73 号。以下「労働
者派遣法改正法」という。）附則第６条第４項に基づき、特定労働者派遣事業を営む
派遣元事業主に対して、特定労働者派遣事業の事業廃止を命じました。詳細は下記の
とおりです。
１ 被処分派遣元事業主
（１）派遣元事業主
別添１の一覧表に記載のとおり
（２）特定派遣元事業主 別添２の一覧表に記載のとおり
２ 処分内容
（１）派遣元事業主
労働者派遣法第 14 条１項に基づき、労働者派遣事業の許可を取り消す。
（２）特定派遣元事業主
労働者派遣法改正法附則第６条第４項に基づき、特定労働者派遣事業の廃止を
命ずる。

３

処分理由
別添１，２の派遣元事業主は、
① 労働者派遣法第 23 条第３項において、関係派遣先派遣割合報告書を提出し
なければならないとされているにもかかわらず、平成 25 年度、26 年度、また
は 27 年度分について、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施行規則（昭和 61 年労働省令第 20 号）第 17 条の２に規
定する提出期限を経過してもこれを提出することなく、
② これに対する労働者派遣法第 48 条第１項に基づく指導に従うことなく、
③ また、労働者派遣法第 48 条第３項に基づく指示を行ったにもかかわらず、
関係派遣先派遣割合報告書を提出することなく、
労働者派遣法第 23 条第３項の規定に違反したこと。
※ 労働者派遣法の関係条文は別添をご参照ください。

（別添）
○ 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（昭和 60 年法律第
88 号）
（抄）
（許可の取消し等）
第十四条

厚生労働大臣は、派遣元事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第五条第

一項の許可を取り消すことができる。
一～三
四

（略）

第四十八条第三項の規定による指示を受けたにもかかわらず、なお第二十三第三項、第二
十三条の二又は第三十条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定に違反し
たとき。

２

（略）

（事業報告等）
第二十三条
～２
３

（略）
派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、次条に規定する関係派遣先への派遣割合

を厚生労働大臣に報告しなければならない。
４～５

（略）

（指導及び助言等）
第四十八条

厚生労働大臣は、この法律（前章第四節の規定を除く。第四十九条の三第一項、第五十

条及び第五十一条第一項において同じ。）の施行に関し必要があると認めるときは、労働者派遣をす
る事業主及び労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し、労働者派遣事業の適正な運営又は適正な派
遣就業を確保するために必要な指導及び助言をすることができる。
２

（略）

３

厚生労働大臣は、第二十三条第三項、第二十三条の二又は第三十条第二項の規定により読み替え
て適用する同条第一項の規定に違反した派遣元事業主に対し、
第一項の規定による指導又は助言をし
た場合において、当該派遣元事業主がなお第二十三条第三項、第二十三条の二又は第三十条第二項の
規定より読み替えて適用する同条第一項の規定に違反したときは、当該派遣元事業主に対し、必要な
措置をとるべきことを指示することができる。

○

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の一部を改正する法律

（平成 27 年法律第 73 号）（抄）
附則（特定労働者派遣事業に関する経過措置）
第六条

この法律の施行の際現に旧法第十六条第一項の規定により届出書を提出して特定労働者派遣

事業（旧法第二条第五号に規定する特定労働者派遣事業をいう。）を行っている者は、施行日から起
算して三年を経過する日までの間（当該期間内に第四項の規定により労働者派遣事業の廃止を命じら
れたとき、又は新法第十三条第一項の規定により労働者派遣事業を廃止した旨の届出をしたときは、
当該廃止を命じられた日又は当該届出をした日までの間）は、新法第五条第一項の規定にかかわらず、
引き続きその事業の派遣労働者（業として行われる労働者派遣の対象となるものに限る。）が常時雇
用される労働者のみである労働者派遣事業を行うことができる。その者がその期間内に同項の許可の
申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があ
る日までの間も、同様とする。
２～３
４

（略）

厚生労働大臣は、第一項の規定による労働者派遣事業を行う者が新法第六条各号（第四号から第七
号までを除く。）のいずれかに該当するとき、又は施行日前に旧法第四十八条第三項の規定による指
示を受け、若しくは施行日以後に新法第四十八条第三項の規定による指示を受けたにもかかわらず、
なお新法第二十三条第三項若しくは第二十三条の二の規定に違反したときは当該労働者派遣事業の
廃止を、当該労働者派遣事業（二以上の事業所を設けて当該労働者派遣事業を行う場合にあっては、
各事業所ごとの当該労働者派遣事業。以下この項において同じ。）の開始の当時旧法第六条第四号か
ら第七号までのいずれかに該当するときは当該労働者派遣事業の廃止を、命ずることができる。

５～７

○

（略）

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施行規則（昭和 61 年労

働省令第 20 号）（抄）
（関係派遣先への派遣割合の報告）
第十七条の二

法第二十三条第三項の規定による報告は、毎事業年度経過後三月が経過する日までに、

当該事業年度に係る関係派遣先派遣割合報告書（様式第十二号の二）を厚生労働大臣に提出すること
により行わなければならない。

【別添１】

対象となる派遣元事業主一覧表
番号 許可番号

許可年月日

派遣元事業主の氏名又は名称

住所

代表者の氏名

1

派13-300239

平成16年8月1日

株式会社エイ・アイ・シー

東京都八王子市万町２３‐２

來間 秀光

2

派13-304527

平成21年9月1日

株式会社クラスタイル

東京都渋谷区渋谷２‐９‐８

鈴木 謙太郎

【別添２】

対象となる特定派遣元事業主一覧表
番号

届出受理番号

届出受理年月日

派遣元事業主の氏名又は名称

住所

代表者の氏名

1

特13-041178 平成15年1月1日

有限会社スリー・ハンズ

東京都港区港南３-４-１２港南第１ビル２２４号

安達 節夫

2

特13-041274 平成16年1月1日

株式会社環境プラントサービス

東京都港区浜松町1-30-5

小池 洋一郎

3

特13-060175 平成10年5月1日

株式会社テクリード

東京都大田区大森北2-3-15

名取 祥次

4

特13-070608 平成4年11月1日

株式会社フォーティー・ワン

東京都渋谷区富ヶ谷1-16-3

森 利之

5

特13-070738 平成11年2月1日

株式会社ジェーアンドビー

東京都世田谷区太子堂2-1-1

木村 早苗

6

特13-080046 昭和61年7月1日

旭エンジニアリング株式会社

東京都新宿区新宿5-10-1

牟田 泰之

7

特13-080075 昭和61年7月1日

株式会社ジー・オー

東京都渋谷区千駄ヶ谷１ー１１ー６

十河 久恵

8

特13-090412 平成14年8月1日

株式会社アイテル

東京都豊島区池袋２ー６８ー９

玉木 隆

9

特13-120026 平成3年7月1日

株式会社 オペレーションジョイ

東京都葛飾区立石4-23-12

鈴村 豊広

株式会社トライビジョンプロダクト

東京都渋谷区恵比寿西２-１-８

大高 彰

11 特13-300136 平成16年4月2日

有限会社エス・ジェイ・ケー小泉

東京都港区港南二丁目１６番７ー３３１４号

小泉 恵一

12 特13-300151 平成16年4月9日

株式会社 ドリームエクスチェンジ

東京都六本木6丁目1番24号

瀧口 信幸

13 特13-300191 平成16年4月28日

株式会社アイエムエスフューチャーデザイン

東京都新宿区西新宿三丁目９番２３号 西新宿大和ビル３階

大熊 伸幸

14 特13-300629 平成16年10月22日

有限会社サンオーＨ．Ｉ．Ｂ

東京都江戸川区中葛西３ー３５ー１７ 関口ビル４０３

岩熊 郁代

15 特13-301841 平成17年9月2日

有限会社 ピー・オー・ディー

東京都足立区島根4-19-2-403

望月 孝二

16 特13-301927 平成17年9月22日

株式会社イービット

東京都港区東新橋2-10-10 東新橋ビル901

田代 克己

17 特13-302173 平成17年11月7日

株式会社ゲインクリエイティブ

東京都渋谷区幡ヶ谷３ー２０ー１

刑部 秀範

18 特13-302242 平成17年11月24日

株式会社 日本デジタル通信

東京都大田区大森北1-1-5

有倉 將人

19 特13-302315 平成17年12月7日

有限会社 レメディーズ

東京都文京区大塚6-29-4

大室 治子

20 特13-302406 平成17年12月22日

株式会社 Ｄ1ＦＸ

東京都渋谷区恵比寿３丁目６番１９号 Ｂ１Ｆ

半澤

21 特13-302565 平成18年2月8日

株式会社 ズィット

東京都文京区水道2-11-5

水谷 時雄

22 特13-302580 平成18年2月13日

アデザイン有限会社

東京都渋谷区東２-２７-４

斎藤 由和

23 特13-303539 平成18年8月23日

有限会社 ＯＤＦ ＪＡＰＡＮ

東京都渋谷区渋谷３-６-４

浅香 裕也

24 特13-303748 平成18年9月25日

株式会社ソフティスト

東京都武蔵野市中町２-１５-８

世津 文風

25 特13-304333 平成18年12月7日

蒼ＫＳ株式会社

東京都中央区日本橋2-6-5

倉田 陽子

26 特13-304460 平成18年12月19日

株式会社シティコンサルツ

東京都八王子市打越町３３４番地２ 京王北野ﾏﾝｼｮﾝＥー８０３

柴田 睦子

27 特13-304823 平成19年1月30日

有限会社ラパス

東京都豊島区池袋２ー２３ー３

田中 竜一

28 特13-304981 平成19年2月14日

株式会社デジタルネットワークスコンサルティング

東京都清瀬市下清戸四丁目６９６番地の５

鶴本 良夫

29 特13-305350 平成19年3月15日

株式会社シーエーエス

東京都渋谷区代々木1-40-11-102 メゾンブランシュ

蛭田 晴美

30 特13-305447 平成19年3月22日

株式会社シナジーズ・ジェーピー 東京オフィス

沖縄県那覇市おもろまち四丁目１９番１６号

浜崎 伸夫

31 特13-305541 平成19年3月28日

ユニバーサルハイブリッジ株式会社

東京都千代田区神田佐久間町二丁目１５番地

高橋 俊彦

32 特13-305620 平成19年4月2日

株式会社マンアシスト

東京都大田区東矢口三丁目１番１１号

水上 久人

33 特13-305710 平成19年4月9日

株式会社ユニテック

東京都江戸川区本一色二丁目９番７号

大江 均

34 特13-305730 平成19年4月11日

株式会社Ｔ．Ｄ

東京都足立区西新井四丁目２７番１７号

山口 正晴

35 特13-305838 平成19年4月23日

株式会社映像バンク

東京都港区東新橋１ー１０ー１

三浦 秀夫

36 特13-305970 平成19年5月8日

株式会社セイミツ

東京都世田谷区駒沢５-１３-１８

原田 徳明

37 特13-306448 平成19年6月27日

東陸運輸有限会社

東京都大田区大森西３ー１０ー１０

金内 桂介

38 特13-306572 平成19年7月17日

株式会社セブントラスト

東京都千代田区岩本町３ー２ー１ 共同ビル(新岩本町)

黒川 明

39 特13-306594 平成19年7月20日

PIAソリューションファーム株式会社

東京都港区赤坂２ー１２ー２３ キャビンアリーナ赤坂８０４号

長屋 清人

40 特13-306616 平成19年7月24日

プロスパーク株式会社

東京都千代田区神田錦町３丁目１８番地

鈴木 伸一

41 特13-306820 平成19年8月20日

株式会社ＲＩＧＨＴ ＳＴＡＦＦ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ

東京都小平市小川町一丁目８４８番地２５

小宮 ヒサ

42 特13-306939 平成19年8月31日

マイクロ・メインフレーム・リンク株式会社

東京都足立区六月３丁目２番５号

鎭目 雄一

43 特13-307045

株式会社ＴＴＥＳ 本店

東京都目黒区緑が丘一丁目２３番１５号

菅沼 久忠

44 特13-307395 平成19年11月1日

エヌ・シー・エム 株式会社

東京都中野区新井２ー２８ー５

斎藤

45 特13-307512 平成19年11月22日

株式会社 コミカコーポレーション

東京都荒川区東尾久六丁目６番４号 １階

白戸 和義

46 特13-308097 平成20年2月18日

株式会社 奔流中国ビジョンズ

東京都渋谷区富ヶ谷一丁目１６番２号 デュフレ代々木公園６０１号室 張 宇

47 特13-308271 平成20年3月7日

株式会社ホワイトネット

東京都新宿区住吉町７ー３ー２０２号

金 秉東

48 特13-308564 平成20年4月8日

株式会社 ヒット通信

東京都練馬区石神井町二丁目３０番１６号

廣田 憲彦

49 特13-308730 平成20年4月30日

セモ・システムサービス 株式会社

東京都豊島区東池袋１丁目４８番１０号

関 朝明

50 特13-308847 平成20年5月23日

株式会社 カラーチップス

東京都中央区日本橋人形町２丁目１４番３号 人形町ＡＣＴビル３階

田村 洋二

51 特13-308867 平成20年5月27日

株式会社 フォー・リビング

東京都武蔵村山市中央一丁目７９番地の１０

宮下 幸司

52 特13-308999 平成20年6月11日

ユーアイソフト 株式会社

東京都千代田区神田紺屋町２８

朴 哲云

53 特13-309146 平成20年6月26日

株式会社 リゼンビー

東京都国立市中一丁目１８番２５号

杉山 猛

54 特13-309258 平成20年7月9日

株式会社 スクエアソフト

東京都千代田区神田岩本町１番地

熊谷 朋史

55 特13-309317 平成20年7月16日

株式会社ソフトワークス

東京都港区六本木５丁目２番３号

川口 勉

56 特13-309346 平成20年7月18日

株式会社 アトラクティブ

東京都文京区本駒込４-４０-６

井戸田 克也

57 特13-309355 平成20年7月23日

ＢＩソリューションズ 株式会社

東京都千代田区岩本町三丁目４番９号

五嶋 琢磨

58 特13-309369 平成20年7月24日

株式会社 トーネス

東京都品川区豊町二丁目７番１

原田 昌明

59 特13-309376 平成20年7月25日

株式会社ファーストアクセス

東京都中野区中野４‐３‐１

野杁 拓郎

60 特13-309957

株式会社 ボールドグロウス

東京都千代田区九段南三丁目８番１３号 九段靖苑ビル

上田 智一

61 特13-310680 平成21年2月17日

株式会社 一也興業

東京都足立区興野二丁目１８番４号

布施 平吉

62 特13-311062 平成21年4月10日

株式会社矼建築設計事務所

東京都豊島区南池袋２-４７-６

矢ヶ崎 等

63 特13-311344 平成21年6月11日

有限会社シーズネット

東京都江東区亀戸二丁目３０番２-２０２号

柳 元培

10 特13-300111

平成16年3月1日

平成19年9月18日

平成20年10月10日

剛

正

番号

届出受理番号

派遣元事業主の氏名又は名称

届出受理年月日

住所

代表者の氏名

64 特13-311606 平成21年8月3日

アキュラコーポレーション株式会社

東京都港区芝１丁目３番４号

65 特13-311753 平成21年9月9日

株式会社ポルテ

東京都大田区上池台５丁目３８番９号

東 清子

66 特13-311916 平成21年10月16日

株式会社ソノラス・コンピューティング・ラボ

東京都千代田区麹町二丁目１０番３号

川本 照男

67 特13-311917 平成21年10月16日

株式会社オッフェン

東京都町田市成瀬３-１５-２

大澤 嘉盡治

68 特13-312026 平成21年11月13日

合同会社渡邊システム企画開発

東京都渋谷区桜丘町３-１６

渡邊 均史

69 特13-312202 平成22年1月5日

有限会社ミロドン

東京都世田谷区弦巻3丁目13番21‐302

小谷 直之

70 特13-312447 平成22年3月11日

エフ・シー・シー株式会社

東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目３２番６号

村上 教子

71 特13-312452 平成22年3月11日

株式会社エイジャテクノロジー

東京都杉並区堀ノ内二丁目４番１１-５０２号

木下 智生

72 特13-312462 平成22年3月15日

株式会社ＫＣＳ

東京都豊島区東池袋３-１-１

蔭山 智俊

73 特13-312608 平成22年4月9日

株式会社ジーマ

東京都千代田区五番町２‐４

香川 今生

74 特13-312914 平成22年6月28日

株式会社トイボックス

東京都板橋区大山金井町40番15号

後藤 高弘

75 特13-313183 平成22年9月16日

株式会社グローバル・システム・デザイン

東京都品川区大井７ー５ー９

宮田 徹

76 特13-313455 平成22年12月1日

有限会社バイソル

東京都日野市程久保3-15-8

木村 宏治

77 特13-313607 平成23年1月31日

有限会社アイ・ビー・シー

東京都小金井市前原町一丁目7番5号

西村 一代

78 特13-313666 平成23年2月21日

合資会社ウィルディング

東京都世田谷区千歳台２-４１-８

小川 貴之

79 特13-313774 平成23年3月24日

株式会社話し方教育センター

東京都港区新橋四丁目３０番６号

千名 貴志

80 特13-313799 平成23年3月29日

有限会社ウィズ

東京都三鷹市上連雀一丁目１２番３１号

霜越 安治

81 特13-313987 平成23年5月26日

株式会社ＴＫＭ

東京都中央区銀座一丁目３番３号

菊池 京子

82 特13-314164 平成23年7月19日

シードシステム株式会社

東京都台東区上野３-１８-１３ 今井ビル２Ｆ

志 方

83 特13-314354 平成23年9月22日

パシフィックパートナーズ株式会社

東京都足立区加平一丁目１番９号

小佐田 秀志

84 特13-314491

株式会社ＧＰランド

東京都港区六本木３-１４-１２

芦澤 政弘

85 特13-314757 平成24年1月26日

株式会社ティ・コネクト

東京都千代田区内神田二丁目１番１５号

田中 宏志

86 特13-314803 平成24年2月8日

株式会社グランドライン

東京都港区東新橋１丁目３番１０号

萩尾 正人

87 特13-314861 平成24年2月24日

株式会社伊藤工業

東京都練馬区貫井四丁目３７番２３号

舟橋 文恵

88 特13-314967 平成24年3月22日

株式会社Ａｃｔｉｖｅ Ｌｉｎｋ Ａｇｅｎｔ

東京都台東区東上野５-１０-５

山田 康輔

89 特13-315155 平成18年1月16日

ＮＩＩＴテクノロジーズ株式会社

東京都港区虎ノ門３丁目８番２５ 日総第２３ビル

ジャヤント クマール

90 特13-315410 平成24年8月8日

アーンストアンドヤングコーポレートアドバイザリー株式会社 東京都千代田区霞ケ関三丁目２番５号

網野 健司

91 特13-315527 平成24年9月14日

株式会社ワークステーション

東京都大田区北嶺町４１番２号

香川 洋介

92 特13-315550 平成24年9月20日

エクセル株式会社

東京都中央区新富一丁目１５番１４号

西川 昭

93 特13-315801 平成24年12月17日

株式会社アクシス・ジェネレーション

東京都武蔵野市八幡町１丁目３番６号

江原 拓

94 特13-315858 平成25年1月4日

ＣＯＮＱＵＥＳＴテクノロジー＆コンサルティング株式会社

東京都千代田区神田錦町三丁目６番１２号 コスモビル２階

松岡 恒一

95 特13-316143 平成25年4月8日

株式会社リーブイット

東京都港区西麻布３‐１３‐１３ パークメゾン西麻布２Ｆ

竹岡 和宏

96 特13-316252 平成25年5月9日

株式会社ユーエヌ

東京都渋谷区渋谷三丁目１０番１４号

竹内 一雄

97 特13-316377 平成25年6月14日

株式会社リバートセキュリティ

東京都新宿区四谷四丁目２７番地 八重洲新宿御苑ビル４階

伊藤 達也

98 特13-316451 平成25年7月11日

平山 秀善

東京都中央区勝どき６‐３‐２‐２６１１号

平山 秀善

99 特13-316683 平成25年9月30日

株式会社パワーネット・インターナショナル

東京都千代田区永田町ニ丁目９番８号

土山 太

100 特13-316820 平成25年11月14日

株式会社アイジス

東京都渋谷区恵比寿西一丁目１７番１号

井浦 恵至

101 特13-316914 平成25年12月19日

株式会社ｉｎｆｉｎｉｔｙ

東京都江戸川区東小岩四丁目１６番１２号

裴 信熙

102 特13-316995 平成26年1月24日

株式会社エスエフ

東京都世田谷区玉川台二丁目１９番７‐３０３号

松尾 博明

103 特13-317005 平成26年1月28日

三好 武

東京都大田区大森東二丁目２２番６号 ハイツハピネス３０３

三好 武

104 特13-317061 平成26年2月12日

バトラーサービス株式会社

東京都葛飾区柴又四丁目５番１２‐１０３号

片倉 早苗

105 特13-317113 平成26年3月4日

メディアナレッジ株式会社

東京都文京区千駄木五丁目３１番１４号

李 宗美

106 特13-317211 平成26年3月28日

株式会社ディップス・プラネット

東京都千代田区神田神保町三丁目１０番地 松晃ビル

藤田 志麻樹

107 特13-317435 平成26年5月29日

株式会社ＤＲＥＡＭＳ

東京都大田区羽田四丁目７番１‐５０５号

佐藤 公一

108 特13-317666 平成26年8月12日

株式会社ＭＯＮＤＯ

東京都渋谷区恵比寿西一丁目２１番５号

志田 晃一

109 特13-317686 平成26年8月25日

ＥＸＰ株式会社

東京都江東区大島２‐３０‐１１ 藤井ビル２階

山田 英司

110 特13-317691 平成26年8月26日

株式会社タイダルウェイヴ

神奈川県秦野市鶴巻南四丁目８番Ａ‐１１１号

髙川 剛

111 特13-318070 平成26年12月22日

国際商務株式会社

東京都渋谷区道玄坂一丁目１２番１号 渋谷マークシティＷ２２Ｆ

菊池 恵一

平成23年10月31日

松岡 隆

