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※ 企業会計審議会による海外調査を実施していない国における IFRS 適用状況についても調査するため、金融庁にお

いて、IFRS 適用状況に関する調査を実施した。具体的には、一般的に1IFRS 適用国とされている国を参考に、122 カ

国に対し、2011 年 12 月 21 日、現地の日本大使館を経由し、IFRS 適用状況に関する調査票を送付した。送付した国

のうち、回答があったのは、90カ国 (2012 年 4月 16 日現在)であり、これら回答国に、企業会計審議会による海外

調査で訪問した米国、カナダ、中国、韓国、フランス、ドイツの調査結果を加えたのが、本調査結果である。 

※ 本調査結果は、調査票に対する先方の回答及び当該回答内容に関する当方からの問い合わせを基に、金融庁におい

て分類、集計したものである。 

 

（注１）本調査では、アドプションやコンバージェンスを特に定義づけせずに、先方の考えるアドプション、コンバージェンスに従い

回答がなされている。 

 

（注２）1 国内に複数の会計基準が並立している場合は、ダブルカウントを避けるため、以下のように処理した。 

     IFRS の適用状況調査という観点から、IFRS もしくは IFRS に近い基準を使用している場合は、IFRS もしくは IFRS に近い基準の

適用状況をベースに分類した。例えば、一部の企業に対して IFRS が強制されている場合には、IFRS の一部強制とし、その一部強

制されている IFRS の導入の方法、エンドースメント手続の有無、将来の予定について表に反映させた。 

                                                   
1 例えば、Deloitte Touche Tohmatsu が公表（http://www.iasplus.com/country/useias.htm）しているデータでは、123 の国と地域が IFRS 適用国とされている（任意適用国含む）。 
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送付国リスト 

 

 地域 国名 返信の有無  地域 国名 返信の有無 

1 アジア インド   21 中南米 エクアドル ○ 

2 アジア インドネシア   22 中南米 エルサルバドル ○ 

3 アジア シンガポール ○ 23 中南米 グアテマラ ○ 

4 アジア スリランカ ○ 24 中南米 コスタリカ   

5 アジア モルディブ ○ 25 中南米 ジャマイカ ○ 

6 アジア タイ ○ 26 中南米 バハマ   

7 アジア ネパール ○ 27 中南米 チリ ○ 

8 アジア フィリピン ○ 28 中南米 ドミニカ共和国  

9 アジア ベトナム ○ 29 中南米 アンティグア・バーブーダ   

10 アジア マレーシア ○ 30 中南米 ガイアナ   

11 アジア ミャンマー ○ 31 中南米 グレナダ   

12 アジア モンゴル ○ 32 中南米 スリナム   

13 アジア ラオス ○ 33 中南米 
セントクリストファー・ネ

イビス 
○ 

14 アジア 香港 ○ 34 中南米 ドミニカ国   

15 太平洋州 オーストラリア ○ 35 中南米 トリニダード・トバゴ ○ 

16 太平洋州 ニュージーランド ○ 36 中南米 バルバドス   

17 太平洋州 パプアニューギニア ○ 37 中南米 ニカラグア ○ 

18 太平洋州 フィジー ○ 38 中南米 ハイチ   

19 中南米 アルゼンチン   39 中南米 パナマ ○ 

20 中南米 ウルグアイ ○ 40 中南米 パラグアイ ○ 
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41 中南米 ブラジル ○ 66 欧州 スイス ○ 

42 中南米 ペルー ○ 67 欧州 リヒテンシュタイン ○ 

43 中南米 ボリビア  68 欧州 スウェーデン ○ 

44 中南米 ホンジュラス ○ 69 欧州 スペイン ○ 

45 中南米 メキシコ ○ 70 欧州 スロバキア ○ 

46 欧州 アイスランド ○ 71 欧州 スロベニア ○ 

47 欧州 アイルランド ○ 72 欧州 セルビア ○ 

48 欧州 アゼルバイジャン   73 欧州 モンテネグロ ○ 

49 欧州 イタリア ○ 74 欧州 タジキスタン ○ 

50 欧州 マルタ   75 欧州 チェコ ○ 

51 欧州 イギリス ○ 76 欧州 デンマーク ○ 

52 欧州 イギリス領バージン諸島 ○ 77 欧州 ノルウェー ○ 

53 欧州 バミューダ諸島 ○ 78 欧州 ハンガリー ○ 

54 欧州 ケイマン諸島 ○ 79 欧州 フィンランド ○ 

55 欧州 エストニア ○ 80 欧州 ブルガリア ○ 

56 欧州 オーストリア ○ 81 欧州 ベラルーシ   

57 欧州 マケドニア ○ 82 欧州 ベルギー ○ 

58 欧州 オランダ ○ 83 欧州 ポーランド ○ 

59 欧州 オランダ領アンティル ○ 84 欧州 ボスニア・ヘルツェゴビナ   

60 欧州 カザフスタン ○ 85 欧州 ポルトガル ○ 

61 欧州 キルギス ○ 86 欧州 ラトビア ○ 

62 欧州 ギリシャ ○ 87 欧州 リトアニア ○ 

63 欧州 キプロス ○ 88 欧州 ルーマニア ○ 

64 欧州 グルジア ○ 89 欧州 ルクセンブルク ○ 

65 欧州 クロアチア ○ 90 欧州 ロシア ○ 
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91 欧州 アルメニア ○ 116 アフリカ モザンビーク ○ 

92 中東 アラブ首長国連邦   117 アフリカ モロッコ ○ 

93 中東 イスラエル ○ 118 アフリカ リビア  

94 中東 イラク ○ 119 アフリカ 南アフリカ共和国  

95 中東 オマーン ○ 120 アフリカ スワジランド  

96 中東 カタール   121 アフリカ ナミビア  

97 中東 クウェート   122 アフリカ レソト  

98 中東 サウジアラビア   

99 中東 トルコ ○ 

100 中東 バーレーン   

101 中東 ヨルダン ○ 

102 中東 レバノン ○ 

103 アフリカ アンゴラ   

104 アフリカ ウガンダ   

105 アフリカ エジプト ○ 

106 アフリカ ガーナ   

107 アフリカ シエラレオネ   

108 アフリカ ケニア ○ 

109 アフリカ ザンビア ○ 

110 アフリカ ジンバブエ ○ 

111 アフリカ タンザニア ○ 

112 アフリカ ナイジェリア ○ 

113 アフリカ ボツワナ ○ 

114 アフリカ モーリシャス ○ 

115 アフリカ マラウイ ○ 
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世界 96 カ国 IFRS 適用状況調査結果（連結財務諸表） 
 

 

 

                                                   
2 スイス、モルディブ、バミューダ諸島、ケイマン諸島、ニカラグアの 5カ国。 
-スイスの main standard 市場では、米国基準と IFRS のいずれかによる開示を求めており、実際多くの企業では、IFRS を使用しているとのこと。 
-モルディブ、バミューダ諸島、ケイマン諸島の 3カ国については、IFRS、米国基準、カナダ基準、英国基準などが選択的に使用できる。 
-ニカラグアでは、IFRS、米国基準、自国基準が選択的に使用できる。 
3 米国、ラオス、パラグアイ、タジキスタン、イラクの 5カ国。 
-米国は、IFRS とのコンバージェンスを進めているものの、未だ米国基準を使用している。ただし、外国登録企業は、IFRS を使用できる。 
-ラオスは、現在は自国基準を用いているため、ここに分類したが、2016 年より、IFRS を全上場企業に適用する予定である旨の回答を得た。 
-パラグアイは、IFRS を適用していない上に、国内に統一された会計基準はない旨の回答を得た。 
-タジキスタンは、制度としては 2002 年より上場企業に対して IFRS を適用することになっているものの、現在上場企業はないとの回答を得た。 
-イラクは、IFRS を一部修正した会計基準を制度として用意しているものの、その制度が適用されるための要件を満たす企業はない旨の回答を得た。 
4 モンゴル、タンザニア、英領バージン諸島の 3 カ国。 

・IFRS の適用方法について（①） 

IASB 発行の IFRS と同

一内容の会計基準を

使用(B)：40 カ国
IFRS 適用(A) 83 カ国 

IASB 発行の IFRS と一

部異なる会計基準を

使用(C)：43 カ国

IASB 発行の IFRS と同

一内容の会計基準を

使用(I)：5カ国
任意適用2(H) 5 カ国 

IASB 発行の IFRS と一

部異なる会計基準を

使用(J)：0カ国

IFRS 使用せず3(K) 5 カ国

連結財務諸表の作成義務

なし4(L) 
3 カ国

○(A)83 カ国のうち、 

・IFRS の取り込み方法について（②） 

  アドプションしている国(D)は、76カ国。コンバージェンスしている国(E)は、7 カ国。

・IFRS の適用対象企業について（③） 

  全上場企業を対象として IFRS を適用している国(F)は、72 カ国。一部上場企業を対象と

して IFRS を適用している国(G)は、11 カ国。 

○(A)＋(H)88 カ国のうち、 

・IFRS の導入の方法について（④） 

  全基準同一時点で IFRS を導入した国(M)は、60カ国。基準ごとに段階的に導入した国(N)

は、14 カ国。その他（無回答含む）(O)は、14 カ国。 

・エンドースメント手続の有無について（⑤） 

  存在する国(P)は、63 カ国、存在しない国(Q)は 25 カ国。 

 

・将来的に完全に IFRS を適用することを予定している国は、モンゴル、ラオスの 2 カ国。

現在は一部修正した IFRS を適用しているが、将来的には修正なしの IFRS を適用すること

を予定している国は、トルコの 1 カ国。将来的に自国基準を IFRS と完全にコンバージェ

ンスさせることを予定している国は、ネパール 1カ国。 
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＜参考＞①IFRSの適用方法＜(B): IFRS適用、かつIASB発行のIFRSと同一内容の会計基準を使用 (C)：IFRS適用、かつIASB発行のIFRSと一部内容の異なる会計基準を使用 (I）：

IFRS 任意適用、かつ IASB 発行の IFRS と同一内容の会計基準を使用 (J)：IFRS 任意適用、かつ IASB 発行の IFRS と一部内容の異なる会計基準を使用 (K)：IFRS 不使用国 (L)：

単体財務諸表の作成・開示義務がない国＞ ②IFRS の取り込み方＜(D)：アドプション (E)：コンバージェンス＞ ③IFRS の適用対象企業＜(F)：全上場企業を対象 (G)：一部

上場企業を対象＞ ④IFRS の導入の方法＜(M)：全基準同一時点で IFRS を導入した国 (N)：基準ごとに段階的に導入した国 (O)：(M)(N)以外の導入方法（無回答含む）＞ ⑤

エンドースメント手続の有無＜(P)：エンドースメント手続が存在する国 (Q)：エンドースメント手続が存在しない国＞ 

  地域 国名 ① ② ③ ④ ⑤  地域 国名 ① ② ③ ④ ⑤

1 アジア インド           20 太平洋州 フィジー (B) (D) (F) (M) (Q)
2 アジア インドネシア           21 中南米 アルゼンチン      

3 アジア シンガポール ( C) (E) (F) (O) (Q) 22 中南米 ウルグアイ (B) (E) (G) (M) (P)
4 アジア スリランカ (B) (D) (F) (N) (P) 23 中南米 エクアドル (B) (D) (F) (O) (Q)
5 アジア モルディブ (I)     (O) (Q) 24 中南米 エルサルバドル (B) (D) (G) (M) (Q)
6 アジア タイ ( C) (E) (F) (O) (Q) 25 中南米 グアテマラ (B) (D) (F) (M) (P)
7 アジア ネパール ( C) (E) (F) (N) (P) 26 中南米 コスタリカ      

8 アジア フィリピン ( C) (D) (F) (N) (P) 27 中南米 ジャマイカ (B) (D) (F) (M) (Q)
9 アジア ベトナム ( C) (E) (F) (N) (P) 28 中南米 バハマ      

10 アジア マレーシア (B) (D) (F) (M) (P) 29 中南米 チリ (B) (D) (G) (M) (P)
11 アジア ミャンマー (B) (D) (F) (N) (P) 30 中南米 ドミニカ共和国      

12 アジア モンゴル (L)         31 中南米 アンティグア・バーブーダ      

13 アジア ラオス (K)         32 中南米 ガイアナ      

14 アジア 香港 ( C) (D) (F) (M) (P) 33 中南米 グレナダ      

15 アジア 韓国 (B) (D) (F) (M) (P) 34 中南米 スリナム      

16 アジア 中華人民共和国 ( C) (E) (F) (M) (Q) 35 中南米 
セントクリストファー・ネ

イビス 
(B) (D) (F) (M) (P)

17 太平洋州 オーストラリア ( C) (D) (F) (M) (P) 36 中南米 ドミニカ国      

18 太平洋州 ニュージーランド ( C) (D) (F) (M) (P) 37 中南米 トリニダード・トバゴ (B) (D) (F) (O) (Q)
19 太平洋州 パプアニューギニア (B) (D) (G) (O) (P) 38 中南米 バルバドス      

（別表）各国回答一覧表（連結財務諸表）（※アルファベットは p6表中のアルファベットに対応） 
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39 中南米 ニカラグア (I)     (O) (P) 63 欧州 オランダ領アンティル ( C) (D) (F) (M) (P)
40 中南米 ハイチ           64 欧州 カザフスタン (B) (D) (F) (M) (Q)
41 中南米 パナマ (B) (D) (F) (N) (Q) 65 欧州 キルギス (B) (D) (G) (N) (Q)
42 中南米 パラグアイ (K)         66 欧州 ギリシャ ( C) (D) (F) (M) (P)
43 中南米 ブラジル (B) (D) (F) (O) (Q) 67 欧州 キプロス ( C) (D) (F) (M) (P)
44 中南米 ペルー (B) (D) (F) (N) (P) 68 欧州 グルジア (B) (D) (F) (M) (P)
45 中南米 ボリビア           69 欧州 クロアチア (B) (D) (F) (M) (P)
46 中南米 ホンジュラス ( C) (D) (F) (M) (P) 70 欧州 スイス (I)   (M) (P)
47 中南米 メキシコ (B) (D) (G) (M) (Q) 71 欧州 リヒテンシュタイン ( C) (D) (F) (M) (P)
48 北米 カナダ (B) (D) (G) (M) (P) 72 欧州 スウェーデン ( C) (D) (F) (M) (P)
49 北米 アメリカ合衆国 (K)         73 欧州 スペイン ( C) (D) (F) (M) (P)
50 欧州 アイスランド (B) (D) (F) (M) (P) 74 欧州 スロバキア ( C) (D) (F) (M) (P)
51 欧州 アイルランド ( C) (D) (F) (M) (P) 75 欧州 スロベニア ( C) (D) (F) (M) (P)
52 欧州 アゼルバイジャン           76 欧州 セルビア (B) (D) (F) (M) (Q)
53 欧州 イタリア ( C) (D) (F) (M) (P) 77 欧州 モンテネグロ ( C) (D) (F) (N) (P)

54 欧州 マルタ           78 欧州 タジキスタン (K)     

55 欧州 イギリス ( C) (D) (F) (N) (P) 79 欧州 チェコ ( C) (D) (F) (M) (P)
56 欧州 イギリス領バージン諸島 (L)         80 欧州 デンマーク ( C) (D) (F) (M) (P)
57 欧州 バミューダ諸島 (I)     (O) (Q) 81 欧州 ノルウェー ( C) (D) (F) (M) (P)
58 欧州 ケイマン諸島 (I)     (M) (Q) 82 欧州 ハンガリー ( C) (D) (F) (M) (P)
59 欧州 エストニア ( C) (D) (F) (O) (P) 83 欧州 フィンランド ( C) (D) (F) (M) (P)
60 欧州 オーストリア ( C) (D) (F) (M) (P) 84 欧州 ブルガリア ( C) (D) (F) (M) (P)
61 欧州 マケドニア (B) (D) (F) (M) (Q) 85 欧州 ベラルーシ      

62 欧州 オランダ ( C) (D) (F) (M) (P) 86 欧州 ベルギー ( C) (D) (F) (M) (P)
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87 欧州 ポーランド ( C) (D) (F) (M) (P) 112 アフリカ ガーナ      

88 欧州 ボスニア・ヘルツェゴビナ           113 アフリカ シエラレオネ      

89 欧州 ポルトガル ( C) (D) (F) (M) (P) 114 アフリカ ケニア (B) (D) (F) (O) (P)
90 欧州 ラトビア ( C) (D) (F) (O) (P) 115 アフリカ ザンビア (B) (D) (F) (M) (Q)
91 欧州 リトアニア ( C) (D) (F) (O) (P) 116 アフリカ ジンバブエ (B) (D) (F) (M) (P)
92 欧州 ルーマニア ( C) (D) (F) (M) (P) 117 アフリカ タンザニア (L)     

93 欧州 ルクセンブルク ( C) (D) (F) (N) (P) 118 アフリカ ナイジェリア (B) (D) (F) (N) (Q)
94 欧州 ロシア (B) (D) (F) (M) (P) 119 アフリカ ボツワナ (B) (D) (F) (M) (P)
95 欧州 アルメニア (B) (D) (F) (O) (P) 120 アフリカ モーリシャス (B) (D) (F) (M) (Q)
96 欧州 フランス ( C) (D) (F) (M) (P) 121 アフリカ マラウイ (B) (D) (F) (M) (P)
97 欧州 ドイツ ( C) (D) (F) (M) (P) 122 アフリカ モザンビーク ( C) (E) (G) (N) (Q)
98 中東 アラブ首長国連邦           123 アフリカ モロッコ (B) (D) (G) (M) (P)
99 中東 イスラエル (B) (D) (G) (M) (Q) 124 アフリカ リビア      

100 中東 イラク (K)         125 アフリカ 南アフリカ共和国      

101 中東 オマーン (B) (D) (F) (M) (Q) 126 アフリカ スワジランド      

102 中東 カタール           127 アフリカ ナミビア      

103 中東 クウェート           128 アフリカ レソト      

104 中東 サウジアラビア           
105 中東 トルコ ( C) (D) (F) (M) (P) 
106 中東 バーレーン           
107 中東 ヨルダン (B) (D) (G) (N) (P) 
108 中東 レバノン (B) (D) (F) (M) (Q) 
109 アフリカ アンゴラ           
110 アフリカ ウガンダ           
111 アフリカ エジプト ( C) (D) (F) (M) (P) 
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世界 96 カ国 IFRS 適用状況調査結果（単体財務諸表） 
 

・IFRS の適用方法について（①） 

IASB 発行の IFRS と

同一内容の会計基準

を使用(B)：18 カ国
IFRS 適用(A) 48 カ国 

IASB 発行の IFRS と

一部異なる会計基準

を使用(C)：30 カ国

IASB 発行の IFRS と

同一内容の会計基準

を使用(I)：2カ国
任意適用(H) 10 カ国5 

IASB 発行の IFRS と

一部異なる会計基準

を使用(J)：8カ国

IFRS 使用せず(K) 11 カ国6

単体財務諸表の作

成・開示義務なし(L)
27 カ国7

 

 

 

                                                   
5 モルディブ、ベトナム、ニカラグア、アイルランド、イギリス、スロベニア、デンマーク、フィンランド、ポーランド、ルクセンブルクの 10 カ国。 
6 ラオス、パラグアイ、オーストリア、タジキスタン、ハンガリー、フランス、ドイツ、イスラエル、イラク、モロッコ、リヒテンシュタインの 11 カ国。 
7 タイ、ミャンマー、パプアニューギニア、グアテマラ、セントクリストファー・ネーヴィス、トリニダード・トバゴ、パナマ、ペルー、ホンジュラス、メキ
シコ、カナダ、米国、アイスランド、イギリス領バージン諸島、バミューダ諸島、ケイマン諸島、キルギス、グルジア、スイス、セルビア、アルメニア、ヨルダ
ン、レバノン、ケニア、ジンバブエ、タンザニア、ボツワナの 27 カ国。 

○(A)48 カ国のうち、 

・IFRS の取り込み方法について（②） 

  アドプションしている国(D)は、36カ国。コンバージェンスしている国(E)は、

12 カ国。 

・IFRS の適用対象企業について（③） 

  全上場企業を対象として IFRS を適用している国(F)は、38 カ国。一部上場企業

を対象として IFRS を適用している国(G)は、10 カ国。 

○(A)+(H)58 カ国のうち、 

・IFRS の導入の方法について（④） 

  全基準同一時点で IFRS を導入した国(M)は、37 カ国、基準ごとに段階的に導入

した国(N)は、8 カ国、その他（無回答含む）(O)は、13カ国。 

・エンドースメント手続の有無について（⑤） 

  存在する国(P)は、36 カ国、存在しない国(Q)は、22 カ国。 

 

・将来的に完全に IFRS を適用することを予定している国は、ラオス、イスラエル

の 2 カ国。将来的に自国基準を IFRS と完全にコンバージェンスさせることを予

定している国は、ネパール、ロシアの 2 カ国。将来的に自国基準を一定程度 IFRS

とコンバージェンスさせることを予定している国は、モロッコ 1カ国。 
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＜参考＞①IFRSの適用方法＜(B): IFRS適用、かつIASB発行のIFRSと同一内容の会計基準を使用 (C)：IFRS適用、かつIASB発行のIFRSと一部内容の異なる会計基準を使用 (I）：

IFRS 任意適用、かつ IASB 発行の IFRS と同一内容の会計基準を使用 (J)：IFRS 任意適用、かつ IASB 発行の IFRS と一部内容の異なる会計基準を使用 (K)：IFRS 不使用国 (L)：

単体財務諸表の作成・開示義務がない国＞ ②IFRS の取り込み方＜(D)：アドプション (E)：コンバージェンス＞ ③IFRS の適用対象企業＜(F)：全上場企業を対象 (G)：一部

上場企業を対象＞ ④IFRS の導入の方法＜(M)：全基準同一時点で IFRS を導入した国 (N)：基準ごとに段階的に導入した国 (O)：(M)(N)以外の導入方法（無回答含む）＞ ⑤

エンドースメント手続の有無＜(P)：エンドースメント手続が存在する国 (Q)：エンドースメント手続が存在しない国＞ 

  地域 国名 ① ② ③ ④ ⑤  地域 国名 ① ② ③ ④ ⑤

1 アジア インド      20 太平洋州 フィジー (B) (D) (F) (M) (Q)
2 アジア インドネシア      21 中南米 アルゼンチン      

3 アジア シンガポール ( C) (E) (F) (O) (Q) 22 中南米 ウルグアイ (B) (E) (G) (M) (P)
4 アジア スリランカ (B) (D) (F) (N) (P) 23 中南米 エクアドル (B) (D) (F) (O) (Q)
5 アジア モルディブ (I)   (O) (Q) 24 中南米 エルサルバドル (B) (D) (G) (M) (Q)
6 アジア タイ (L)     25 中南米 グアテマラ (L)     

7 アジア ネパール ( C) (E) (F) (M) (P) 26 中南米 コスタリカ      

8 アジア フィリピン ( C) (D) (F) (N) (P) 27 中南米 ジャマイカ (B) (D) (F) (M) (Q)
9 アジア ベトナム (J)   (M) (Q) 28 中南米 バハマ      

10 アジア マレーシア (B) (D) (F) (M) (P) 29 中南米 チリ (C) (D) (F) (M) (P)
11 アジア ミャンマー (L)     30 中南米 ドミニカ共和国      

12 アジア モンゴル (B) (D) (F) (N) (Q) 31 中南米 アンティグア・バーブーダ      

13 アジア ラオス (K)     32 中南米 ガイアナ      

14 アジア 香港 ( C) (D) (F) (M) (P) 33 中南米 グレナダ      

15 アジア 韓国 (B) (D) (F) (M) (P) 34 中南米 スリナム      

16 アジア 中華人民共和国 
( C) (E) (F) (M) (Q) 

35 中南米 
セントクリストファー・ネ

イビス 
(L)     

17 太平洋州 オーストラリア ( C) (D) (F) (M) (P) 36 中南米 ドミニカ国      

18 太平洋州 ニュージーランド ( C) (D) (F) (M) (P) 37 中南米 トリニダード・トバゴ (L)     

19 太平洋州 パプアニューギニア (L)     38 中南米 バルバドス      

（別表）各国回答一覧表（単体財務諸表）（※アルファベットは p10 表中のアルファベットに対応） 
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39 中南米 ニカラグア (I)   (O) (P) 63 欧州 オランダ領アンティル (C) (E) (F) (M) (Q)
40 中南米 ハイチ      64 欧州 カザフスタン (B) (D) (F) (M) (Q)
41 中南米 パナマ (L)     65 欧州 キルギス (L)     

42 中南米 パラグアイ (K)     66 欧州 ギリシャ (C) (D) (F) (M) (P)
43 中南米 ブラジル ( C) (E) (F) (O) (Q) 67 欧州 キプロス (C) (D) (F) (M) (P)
44 中南米 ペルー (L)     68 欧州 グルジア (L)     

45 中南米 ボリビア      69 欧州 クロアチア (B) (D) (F) (M) (P)
46 中南米 ホンジュラス (L)     70 欧州 スイス (L)     

47 中南米 メキシコ (L)     71 欧州 リヒテンシュタイン (K)     
48 北米 カナダ (L)     72 欧州 スウェーデン (C) (E) (F) (O) (P)
49 北米 アメリカ合衆国 (L)     73 欧州 スペイン (C) (E) (F) (M) (Q)
50 欧州 アイスランド (L)     74 欧州 スロバキア (C) (D) (G) (M) (P)
51 欧州 アイルランド (J)   (M) (P) 75 欧州 スロベニア (J)   (M) (P)
52 欧州 アゼルバイジャン      76 欧州 セルビア (L)     

53 欧州 イタリア ( C) (D) (F) (M) (P) 77 欧州 モンテネグロ (C) (D) (F) (N) (P)

54 欧州 マルタ      78 欧州 タジキスタン (K)     

55 欧州 イギリス (J)   (N) (P) 79 欧州 チェコ (C) (D) (F) (M) (P)
56 欧州 イギリス領バージン諸島 (L)     80 欧州 デンマーク (J)   (O) (P)
57 欧州 バミューダ諸島 (L)     81 欧州 ノルウェー (C) (D) (G) (M) (P)
58 欧州 ケイマン諸島 (L)     82 欧州 ハンガリー (K)     

59 欧州 エストニア ( C) (D) (F) (O) (P) 83 欧州 フィンランド (J)   (M) (P)
60 欧州 オーストリア (K)     84 欧州 ブルガリア (C) (E) (G) (M) (Q)
61 欧州 マケドニア (B) (D) (F) (M) (Q) 85 欧州 ベラルーシ      

62 欧州 オランダ ( C) (E) (F) (M) (Q) 86 欧州 ベルギー (C) (D) (G) (O) (P)
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87 欧州 ポーランド (J)   (M) (P) 112 アフリカ ガーナ      

88 欧州 ボスニア・ヘルツェゴビナ      113 アフリカ シエラレオネ      

89 欧州 ポルトガル ( C) (D) (G) (M) (P) 114 アフリカ ケニア (L)     

90 欧州 ラトビア ( C) (D) (F) (O) (P) 115 アフリカ ザンビア (B) (D) (F) (M) (Q)
91 欧州 リトアニア ( C) (D) (F) (O) (P) 116 アフリカ ジンバブエ (L)     

92 欧州 ルーマニア ( C) (D) (G) (O) (Q) 117 アフリカ タンザニア (L)     

93 欧州 ルクセンブルク (J)   (N) (P) 118 アフリカ ナイジェリア (B) (D) (F) (O) (Q)
94 欧州 ロシア ( C) (E) (F) (N) (P) 119 アフリカ ボツワナ (L)     

95 欧州 アルメニア (L)     120 アフリカ モーリシャス (B) (D) (F) (M) (Q)
96 欧州 フランス (K)     121 アフリカ マラウイ (B) (D) (F) (M) (P)
97 欧州 ドイツ (K)     122 アフリカ モザンビーク (C) (E) (G) (N) (Q)
98 中東 アラブ首長国連邦      123 アフリカ モロッコ (K)     

99 中東 イスラエル (K)     124 アフリカ リビア      

100 中東 イラク (K)     125 アフリカ 南アフリカ共和国      

101 中東 オマーン (B) (D) (F) (M) (Q) 126 アフリカ スワジランド      

102 中東 カタール      127 アフリカ ナミビア      

103 中東 クウェート      128 アフリカ レソト      

104 中東 サウジアラビア      

105 中東 トルコ (B) (D) (G) (M) (P) 
106 中東 バーレーン      

107 中東 ヨルダン (L)     

108 中東 レバノン (L)     

109 アフリカ アンゴラ      

110 アフリカ ウガンダ      

111 アフリカ エジプト ( C) (D) (F) (M) (P) 


